
局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 文書の溶解処理委託(単価契約)に係る継続支払(１月分) 38,372

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 文書の溶解処理委託(単価契約)に係る継続支払(１月分) 2,160

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（一般日刊紙）の購入の支払い（２月分） 43,433

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックスの借入れに係る支払い（２月分） 17,820

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物の借入れに係る支払いについて（２月分） 36,720

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れに係る支払い（２月分） 33,728

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支払い（役務・３月分） 11,400

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支払い（一需・３月分） 38,195

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れに係る支払い（２月分） 285,724

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 政策企画局ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの借入れ(長期継続契約)(2月分) 42,984

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会に伴う経費の支出について 342,900

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 文書の溶解処理委託(単価契約)に係る継続支払(２月分) 25,066

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 文書の溶解処理委託(単価契約)に係る継続支払(２月分) 2,160

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣(秘書事務)の支出(2月分) 188,367

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 携帯電話料金の支払について（２月分） 1,736

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 37,800

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 55,971

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2台分)に係る継続支払(2月) 9,391

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2台分)に係る継続支払(2月) 2,279

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2台分)に係る継続支払(2月) 2,849

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2台分)に係る継続支払(2月) 3,319

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2台分)に係る継続支払(2月) 6,936

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支払（6台）（2月分） 238,479

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支払（6台）（2月分） 13,726

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支払（6台）（2月分） 17,155

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支払（6台）（2月分） 19,988

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支払（6台）（2月分） 41,762

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会に伴う経費の支出について 90,900

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(非システム分29年6月処理分 1,224

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の支払い（２月分） 60,984

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の支払い（２月分） 40,393

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の支払い（２月分） 62,039

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(システム・30年3月処理分) 2,458

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(システム・30年3月処理分) 12,715

公金支出情報（平成３０年３月分）
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政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(システム・30年3月処理分) 1,976

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約に係る支払い（２月分） 2,106

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支払い（一需・３月分２） 74,658

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 赴任旅費の支出について 59,400

政策企画局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 執務室移転に伴う什器等運搬請負 573,177

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入に係る支出 171,764

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 電話料金の払込みについて（インターネット２）２月分 6,482

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 電話料金の払込みについて（非常通報装置）２月分 5,296

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 217,587

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 6,000

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 生花花篭の購入について（２月分） 24,840

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る支出について（２月分） 160,321

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 電話料金の払込みについて（インターネット１）２月分 6,006

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 交際費 平成29年度　知事等交際費の支出（3月分） 82,292

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約に係る支出 4,536

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 携帯電話料金の払込みについて（２月分） 79,561

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 電話料金の払込みについて（インターネット３）２月分 5,983

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 都庁マネジメント本部における外部講師への謝金の支出 12,032

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 都庁マネジメント本部における外部講師への謝金の支出 38,148

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 政策情報作成支援システム用サーバ機器等の借入 541,836

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 政策情報作成支援システム用端末の賃借に係る支出 11,016

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に要する経費の支出(2月分) 22,283

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京都本庁舎庁議室放送設備等の借入れに係る経費 228,900

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 本庁舎庁議室放送設備等の借入れ(その２)に係る経費 5,565

政策企画局 総務部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 庁議室放送設備等の借入れ(再ﾘｰｽ)に係る経費(2月分) 24,116

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 在日外国メディア向けプレスリリース配信業務の支出 61,560

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(1月分) 5,500

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(1月分) 27,079

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(1月分) 65,336

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(1月・不適合除外分) 13,795

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(1月・不適合除外分) 32,556

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(1月・不適合除外分) 6,708

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(1月・不適合除外分) 53,669

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(1月・不適合除外分) 138,631
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政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読に係る支出 75,307

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送番組情報配信委託の支払い(1月分) 64,800

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ接続料金の支払い(1月分) 3,693

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 固定IPｱﾄﾞﾚｽ利用契約の支払い(1月分) 10,584

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読（その２）に係る支出について(1月分) 4,037

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ接続料金(その2)の支払い(1月分) 5,056

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支払い(1月分) 152,440

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（一需3月分） 53,107

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（役務3月分） 12,130

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その2)の支払い(1月分) 28,283

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 情報提供ｻｰﾋﾞｽ(日経ﾃﾚｺﾝ21)の利用に係る支払い(1月分) 10,913

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（非システム分） 432

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(２月・システム分) 12,916

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(２月・システム分) 4,441

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(２月・システム分) 7,974

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(２月・システム分) 151,183

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(２月・システム分) 116,462

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 「東京150年事業」カレンダーの送付に係る経費の支出 51,460

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 光回線利用契約の支払い（1月分） 6,912

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 光回線利用契約(その2)の支払い（2月分） 6,912

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 光回線利用契約(その3)の支払い（2月分） 5,616

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読に係る支出（2月分） 75,307

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送番組情報配信委託の支払い（2月分） 64,800

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ接続料金の支払い(2月分) 3,693

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ接続料金(その2)の支払い(2月分) 5,056

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 固定IPｱﾄﾞﾚｽ利用契約の支払い(2月分) 10,584

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読（その２）に係る支出について(2月分) 4,037

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 「Old meets New 東京150年事業」ｶﾚﾝﾀﾞｰの印刷 667,872

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 「Old meets New 東京150年事業」ｶﾚﾝﾀﾞｰの印刷 321,408

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 「（仮称）東京150年」関連事業　ロゴ制作業務委託 3,564,000

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 会見全文速報の利用に係る経費の支出(1月分) 19,440

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 会見全文速報の利用に係る経費の支出(1月分) 164,160

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 会見全文速報の利用に係る経費の支出（2月分） 19,440

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 会見全文速報の利用に係る経費の支出（2月分） 164,160
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政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 企画審査委員謝礼の支出（戦略的広報体制の充実強化） 67,000

政策企画局 調整部 政策課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 企画審査委員謝礼の支出（戦略的広報体制の充実強化） 648

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 インターネット対応行政情報提供サービスの利用 46,656

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット対応行政情報提供サービスの利用 17,496

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に係る経費の支出（平成29年度）について 56,249

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 共同通信スクリーンニュースの受信に係る経費の支出 950,400

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 時事ゼネラルニュースの受信に係る経費の支出 788,400

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 携帯電話料金の支出(１月分） 53,995

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(３月分） 46,234

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 放送設備等の借入れに係る経費の支出（平成２９年度） 41,752

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（平成２９年度）に係る経費の支出 13,608

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（日刊紙）の購読（平成29年度）に係る経費の支出 130,342

政策企画局 調整部 報道課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 携帯電話料金の支出（2月分） 109,037

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ相談体験会会場使用料（H30.2月） 108

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ相談体験会会場使用料（H30.2月） 12,963

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 一般日刊紙の購読に要する経費の支払い（２月分） 23,388

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（非システム・30年3月処理分） 2,664

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ相談体験会使用料 12,963

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ相談体験会使用料 108

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）３月分 7,777

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費
負担金補助及交付
金

日本CFAセミナー受講費の支払い 3,000

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 一般日刊紙の購読 12,974

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ等における鉢付植物の借入れ 10,800

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰにおけるｵﾌｨｽﾁｪｱの借入 4,320

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 複数少額支払い案件に係る前渡金（役務・3月分その4） 24,620

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金（一需・3月分） 33,352

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ出張相談会会場使用料 21,600

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ出張相談会会場使用料 432

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給（平成30年2月分　特区・非システム分） 6,555

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダーの購入 90,720

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 東京特区推進共同事務局長報償費（H30年2月分） 42,459

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（非ｼｽﾃﾑ・30年3月処理（2回目）） 868

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29外国企業発掘・誘致事業委託（単価契約）2月分 5,400,000

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 「東京23区大学定員抑制反対ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」謝礼金の支払い 280,400
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政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,723

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 H30外国企業発掘誘致運営委託技術審査委員会の経費 49,330

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ出張相談会使用料（3月） 21,600

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ出張相談会使用料（3月） 432

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金（一需・3月分その2） 49,566

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 大学シンポジウムに係る託児サービスの設置 80,503

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 H30ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ東京運営委託技術審査委員会の経費 30,340

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 ノベルティ（ボールペン、蛍光ペン）の制作の支払い 225,504

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 自動運転ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築業務委託企画提案審査会の経費 2,372

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（朝日・東京）の支払（２月分） 7,380

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（産経）の支払（２月分） 3,034

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入に係る支払（２月分） 4,536

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（毎日）の支払（２月分） 4,037

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（読売）の支払（２月分） 4,037

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（日経）の支払（２月分） 4,900

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料（公明新聞）の支払（２月分） 293

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都事務室に係る管理料負担金の支払（２月分） 879,736

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 大学定員抑制に関する東京都の意見リーフレットの印刷 298,267

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 9,828

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 衆議院公報の購入（単価契約）に係る支払（２月分） 3,922

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 光回線の支払（２月分） 6,912

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費
負担金補助及交付
金

電気・水道料金負担金の支払（２月分） 7,560

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京都事務室に係る電話料金の支払（２月分） 4,988

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ東京における電話機の購入（増設） 54,000

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 国際商標登録出願に係る是正提案書の提出に係る経費 29,337

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ税務各種申請支援税理士委託 184,733

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ記念ｲﾍﾞﾝﾄ会場使用料 64,800

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ記念ｲﾍﾞﾝﾄ会場使用料 648

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（1月） 23,785

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（1月） 5,225

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読に係る継続支払 28,531

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複写サービスに係る支出について（1月） 94,670

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（一需・3月） 69,953

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（役務・3月） 20,140
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政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 知事の海外出張（平昌郡・江陵市）に係る旅費の支出 768,956

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣（秘書事務）の支払（２月分） 276,203

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月システム分） 20,645

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複写サービスに係る支出について(2月） 25,812

政策企画局 外務部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出(平成29年8月～30年2月非システム分) 8,129

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 携帯型複数波簡易無線機の賃借に係る支出(29年度) 7,938

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 平成29年度情報連絡会に係る運営業務委託（単価契約） 4,661,712

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 29年度情報連絡会に係る木目込人形製作実演運営委託 17,500

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 平成29年度グローバルパートナーズセミナー通訳委託 785,289

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度グローバルパートナーズセミナー通訳委託 97,200

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 KLでの見本市出展及び商談会に係る運営業務委託 26,873,493

政策企画局 外務部 事業課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ファックス一斉同報サービス委託に係る支出（6月分） 7,149

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 知事の海外出張（大韓民国）に係る通信料等の支出 13,000

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 知事の海外出張（大韓民国）に係る通信料等の支出 36,432

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 知事の海外出張（大韓民国）に係る現地経費の支出 45,000

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 知事の海外出張（大韓民国）に係る現地経費の支出 226,300

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 知事の海外出張（大韓民国）に係る車両代等の支出 284,508

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 知事の海外出張（大韓民国）に係る車両代等の支出 486,422

政策企画局 外務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 知事の海外出張（大韓民国）に係る日韓通訳代金の支出 197,600

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 一般日刊紙ほかの購読（１月分） 32,038

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 3つのシティの実現に向けた政策の強化(30年度)の印刷 1,167,566

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 3つのシティの実現に向けた政策の強化(30年度)の印刷 1,680,480

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 超高齢社会における東京のあり方懇談会(検討会)の報酬 13,530

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 ﾋﾞｼﾞｮﾝ懇談会ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ作成に係る人物写真撮影業務委託 559,440

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 2,628

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約に係る継続支払 342,834

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 郵便切手の購入について 9,236

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 東京未来ビジョン懇談会(第7回)の謝礼金支払(その1) 241,945

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成３０年２月分） 158,624

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（30年２月　非システム分） 69,349

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ﾋﾞｼﾞｮﾝ懇談会ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ作成に係る記録音声反訳委託 246,240

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 第2回超高齢社会の東京のあり方懇談会速記委託の支出 76,545

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 一般日刊紙ほかの購読（２月分） 32,038

政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 超高齢社会における東京のあり方懇談会(第2回)の報酬 182,856
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政策企画局 計画部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 報償費 東京未来ビジョン懇談会(第7回)の謝礼金支払(その2) 17,070

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読に要する経費の支出について 17,334

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出（2月分） 26,052

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(総務部・単価契約)の経費支出 51,741

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 50,368

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 23,388

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 27,058

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 28,288

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 23,388

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 51,497

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 34,805

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 27,058

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 4,721

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 2,097

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 23,388

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞等の購入に係る経費の支出（2月分） 23,388

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 55,080

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 10,069

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 「防災」に係る都市間交流調査・分析業務委託 3,888,000

総務局 総務部 企画計理課 平成30年03月30日 一般会計 学務費
公立大学法人首都
大学東京支援費

公立大学法人首都
大学東京支援費

負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校等就学支援金(第4四半期分)の支出 27,288,850

総務局 総務部 文書課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度文書の保存委託(単価契約)に係る経費の支出 8,435,158

総務局 総務部 文書課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入に係る費用の資金前渡について 3,700

総務局 総務部 文書課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 書籍の購入に係る費用の資金前渡について 130

総務局 総務部 文書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 Ｘ線検査機器の借入に係る経費の支出（２月分） 239,544

総務局 総務部 文書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 Ｘ線検査装置の借入れに係る経費の支出（２月分） 91,692

総務局 総務部 文書課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューター外３点の借入れ（２月分） 12,960

総務局 総務部 文書課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 令規集追録の印刷等に係る経費の支出（1月分） 393,660

総務局 総務部 文書課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 令規集追録の印刷等に係る経費の支出（1月分） 22,096

総務局 総務部 文書課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ用ｿﾌﾄｳｪｱ運用支援委託（単価契約）2月分 7,560

総務局 総務部 文書課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 第２回溶解処理に係る文書保存箱の運搬の経費の支出 182,736

総務局 総務部 文書課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 95,926

総務局 総務部 文書課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 697,896

総務局 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 文書総合管理ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ連携ｻｰﾊﾞｰの借り入れ 43,502

総務局 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の請求 73,634
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総務局 総務部 文書課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 郵便物管理ファイル更新委託（その２） 324,000

総務局 総務部 文書課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 文書総合管理システム用機器の借入れ（再リース） 1,486,458

総務局 総務部 文書課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 文書総合管理システム用機器の借入れ 3,017,520

総務局 総務部 文書課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 新聞記事等検索サービスの利用（平成30年２月分） 9,790

総務局 総務部 文書課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 弁護士への法律的意見照会に係る謝礼金の支払い 12,032

総務局 総務部 文書課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 東京都公報後納郵便料金の支出（２月分） 290,024

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 60,252

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 116,982

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 1,250

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 4,403

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 1,034

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 236,270

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 退職手当及年金費 恩給費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 2,732

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 131,049

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 1,599,629

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 11,242

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（２月分） 11,084

総務局 総務部 文書課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成２９年度巡回郵便料金の支出（２月分） 4,526,110

総務局 総務部 文書課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 文書総合管理ｼｽﾃﾑﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｰﾌﾟ保管委託(単価契約) 8,208

総務局 総務部 文書課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都公報の編集及び印刷の支出（２月分） 273,240

総務局 総務部 文書課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都公報の編集及び印刷の支出（２月分） 706,052

総務局 総務部 文書課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都令規集追録の印刷等(単価契約)に係る経費の支出 996,300

総務局 総務部 文書課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 東京都令規集追録の印刷等(単価契約)に係る経費の支出 15,552

総務局 総務部 法務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その２）に係る経費の支出 39,717

総務局 総務部 法務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 訴訟事件における訴訟代理人に対する着手金の支出 448,950

総務局 総務部 法務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 訴訟経費（占有移転禁止仮処分執行申立予納金）の支出 45,000

総務局 総務部 法務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンタの借入れに係る経費の支出 4,212

総務局 総務部 法務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 東京都行政不服審査会委員に対する費用弁償の支出 8,562

総務局 総務部 法務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 6,235

総務局 総務部 法務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 360,531

総務局 総務部 法務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 訴訟事件における訴訟代理人に対する謝金の支出 897,900

総務局 総務部 法務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 訴訟事件における訴訟代理人に対する謝金の支出 897,900

総務局 総務部 法務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 71,013

総務局 総務部 法務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 100,440
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総務局 総務部 法務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その２）に係る経費の支出 31,241

総務局 総務部 法務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 訴訟事件における訴訟代理人に対する謝金の支出 448,950

総務局 総務部 法務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 郵券の購入 16,400

総務局 総務部 法務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の製本 78,624

総務局 総務部 法務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出 166,320

総務局 総務部 法務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 36,226

総務局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 都議会定例会対応に伴う宿泊施設の借上料の支出(3/4) 16,800

総務局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 簡易業務用無線機器等の賃借に係る経費の支出 58,800

総務局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ﾒｶﾞﾎﾝ型多言語音声翻訳機の借入れに係る経費の支出 189,000

総務局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 696

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)及び収納ボックスの借入れ 6,264

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)及び収納ボックスの借入れ 76,680

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（総務費） 60,051,870

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（議会：議会費） 5,826,926

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（財務：総務費） 1,165,371

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（情報：総務費） 1,508,140

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 敷き布団外３件の熱風乾燥(単価契約)に係る経費の支出 5,432

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)（巡視室分） 15,537

総務局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 1,785

総務局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（２月分） 210

総務局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（２月分） 47,740

総務局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（２月分） 61,804

総務局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 41,502

総務局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣(総務課秘書事務 単価契約)に係る支出(2月) 242,125

総務局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 都議会定例会対応に伴う宿泊施設の借上料の支出(3/12) 73,800

総務局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 1,517

総務局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 51,612

総務局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 1,336

総務局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（新日本法規出版） 27,519

総務局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 都議会定例会対応に伴う宿泊施設の借上料の支出(3/25) 16,800

総務局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 534

総務局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,000

総務局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（夕張市）の支出について 31,001

総務局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度自己啓発支援にかかる支援金交付（第３回） 107,445
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総務局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 簡易業務用無線機器等の賃借に係る経費の支出 58,800

総務局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ﾒｶﾞﾎﾝ型多言語音声翻訳機の借入れに係る経費の支出 189,000

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 「東京都専門委員による説明と意見交換」の録画委託 293,760

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 H29監理団体経営目標評価委員会の委員報酬(H30.2月分) 250,173

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払い案件に係る資金前渡の支出(3月) 53,848

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 複数少額支払い案件に係る資金前渡の支出(3月) 684

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 新聞記事等検索サービスの経費の支出(2月分) 11,469

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員（特別顧問等）報酬・特別旅費（２月） 48,562

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 監理団体指導課開催会議の速記(単価契約)支払(2月) 235,980

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都職員表彰(業務改革部門)副賞の購入 409,590

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写契約(行革部)(単価契約)に係る経費の支出(2月分) 25,901

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写契約(行革部)(単価契約)に係る経費の支出(2月分) 11,512

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写契約(行革部)(単価契約)に係る経費の支出(2月分) 20,145

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写契約(都政改革分)(単価契約)の3の支出(2月分） 39,222

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写契約(単価契約)(都政改革分)(その2)支出2月分 34,021

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 都政改革担当開催会議速記委託(単価契約)その2(1月) 47,520

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 タブレット端末のデータ通信に係る経費の支出(2月分) 4,938

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 14,890

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 88,449

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 5,320

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡の支出(3月分2回目) 79,562

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 複数少額支払案件に係る資金前渡の支出(3月分2回目) 52,164

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 Ｈ２９第３回独法評価委員会等に係る報酬及び特別旅費 432

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて(2月分) 34,650

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて(2月分) 29,340

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都窓口サービス向上に係る職員向け冊子教材の印刷 259,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(1月分) 19,242,629

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(1月分) 1,469,566

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(1月分) 653,799

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(1月分) 45,430

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(1月分) 711,080

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(1月分) 428,209

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(1月分) 2,992,546

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(1月分) 1,668,779
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分 )の借入れ(1月分) 129,684

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(1月分) 2,243,798

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(1月分) 38,855,986

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(1月分) 742,154

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(1月分) 645,891

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(1月分) 124,209

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 1,219,196

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 331,111

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 14,716

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 345,827

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 206,025

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 22,074

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 125,086

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 44,148

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 36,790

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 80,938

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 1,434,817

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(１月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きﾀﾌﾞﾚｯﾄ利用環境の提供(平成29年度開始分) 470,363

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 7,518,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 光ファイバーケーブル材料検査に係る出張旅費の支出 111,238

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 光ファイバーケーブル材料検査に係る出張旅費の支出 190

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 第三期海底光ファイバーケーブル整備事業の調整等 77,572

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 内部認証ｼｽﾃﾑ用ｿﾌﾄｳｪｱ等の借入れ(平成27年度更新分) 330,264

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 庁内連携システム用ソフトウェアの借入れ（２月分） 90,720

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 庁内連携システム用ハードウェア等の借入れ(２月分） 17,064

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 借上庁舎用出退勤記録装置の借入れ(２月分） 31,644

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＷＡＮ高速化装置の借入れ（再リース）(２月分） 228,160

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ペーパーレス会議システムの借入れ(２月分） 203,931

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑに係る出退勤記録装置等の借入れ(再ﾘｰｽ 34,452

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ペーパーレス会議システムの借入れ（その２）(２月分) 411,966
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 5,417,405

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 22,804,776

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分)の借入れ(１月分） 13,231,838

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 435,824

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 1,935,872

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 613,195

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 116,557

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(１月分） 40,541

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 LGWAN機器等移設の委託 1,292,220

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ用機器等の借入れ(平成28年度更新分) 226,692

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 クライアント証明書発行用機器の借入れ（２月分） 106,272

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｿﾌﾄｳｪｱ等の借入れ(平成28年 257,904

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 統合イベント監視システムへのログ提供機器等の借入れ 320,112

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ネットワーク監視装置等の借入れ(再リース)(２月分） 218,538

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ペーパーレス会議システム用タブレット端末の借入れ 464,724

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末と補助用具(平成24年度更新分)の借入れ(再リ 111,132

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 被災地支援業務端末(平成28年度更新分)の借入れ(2月分 71,226

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 遠隔勤務職員用サーバ機器等の借入れ(２月分） 876,420

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(３月分) 230,829

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きタブレット利用環境の提供(平成29年度 85,536

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きﾀﾌﾞﾚｯﾄ利用環境の提供(平成29年度開始分) 336,441

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 本庁舎ネットワーク機器等の借入れ(２月分） 22,036,212

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 本庁舎ネットワーク機器等の借入れ(２月分） 2,020,788

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 事業所ネットワーク機器等の借入れ(２月分） 1,117,023

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 事業所ネットワーク機器等の借入れ(２月分） 10,572

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都ﾃﾞｰﾀ通信ﾈｯﾄﾜｰｸ情報漏えい対策用機器等の借入れ 1,670,252

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 社会保障・税番号制度の共通基盤検証用ｻｰﾊﾞ機器の借入 1,181,412

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 基幹系業務システムサーバー機器等の借入れ(２月分） 5,830,380

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳプリンタ(平成28年度更新分)の借入れ 1

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 新業務系ネットワーク機器等の借入れ(２月分） 4,474,980

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 キャッシュサーバ等の借入れ（２月分） 3,512,808

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都ﾃﾞｰﾀ通信ﾈｯﾄﾜｰｸ未知のｳｨﾙｽ対策用機器等の借入れ 1,401,624

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ(統合ｲﾍﾞﾝﾄ監視ｼｽﾃﾑ)機器の借入 3,712,284

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都本庁舎用出退勤記録装置の借入れ(２月分） 1,533,492
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 在宅勤務用端末(平成29年度分)の借入れ（２月分） 861,300

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 島ＨＵＢ等の借入れ（２月分） 1,582,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きﾀﾌﾞﾚｯﾄ利用環境の提供(平成29年度開始分) 470,363

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

綜合行政ネットワークの運営に係る負担金(平成29年度) 7,490,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きタブレット利用環境の提供（２月分） 296,568

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＬＧＷＡＮ接続ルータの借入れ（２月分） 24,840

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣(中央ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室運用管理事務)(単価契約) 238,896

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣(情報システム運用保守事務)(単価契約) 235,483

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 庁外アクセス確認用通信回線等の使用料(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ) 8,596

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約（２月分） 2,138

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 遠隔勤務職員用通信回線の提供（２月分） 50,241

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 遠隔勤務職員用通信回線の提供（その２）（２月分） 432,405

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 通信機能付きタブレット利用環境の提供(その２) 346,248

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 機能拡張型通信機能付きタブレット利用環境の提供 612,284

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｱｲﾃﾞｱｿﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ周知用ﾁﾗｼ外1点の印刷 222,588

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月９日締切分） 67,817

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 オープンデータアイデアソン開催に係る出張旅費の支出 86,078

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(２月分） 7,580

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(２月分） 19,242,629

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(２月分） 1,469,566

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(２月分） 653,799

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(２月分） 45,430

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成26年度更新分)の借入れ(２月分） 711,080

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS等仮想化基盤サーバ等の借入れ(２月分） 21,564,269

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS等仮想化基盤サーバ等の借入れ(２月分） 9,852,715

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(２月分） 428,209

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(２月分） 2,992,546

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(２月分） 1,668,779

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分 )の借入れ(２月分） 129,684

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(２月分） 2,243,798

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(２月分） 38,855,986

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(２月分） 742,154

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(２月分） 645,891

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(２月分） 124,209
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ(外部接続中継ｼｽﾃﾑ)機器保守委 3,653,640

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ環境及びｻｰﾋﾞｽ提供委託 4,197,744

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ環境及びｻｰﾋﾞｽ提供委託 1,026,216

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 新業務系端末(平成29年度分)の借入れ（２月分） 78,657

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 新業務系端末（平成29年度分）の借入れ(２月分） 452,274

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末（平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 1,828,761

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 5,417,405

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 22,804,776

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分)の借入れ(２月分） 13,231,838

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 435,824

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 1,935,872

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 613,195

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 116,557

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(２月分） 40,541

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その２)(単価契約)(2月分) 16,931

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その１)(単価契約)の２ 16,008

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 家電リサイクル対象品収集運搬業務 4,320

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 都庁舎ﾛﾎﾞｯﾄ実証実験ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝礼 192,650

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ（２月分） 1,219,196

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 331,111

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 14,716

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 345,827

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ（２月分） 206,025

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 22,074

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 125,086

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 44,148

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 36,790

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 80,938

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 1,434,817

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(２月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 第二中央ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室ｾｷｭﾘﾃｨ設備等検討支援委託 6,804,000
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 グループウェア利活用講習会実施委託 4,648,752

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 ＬＴＯカートリッジ外６点の買入れ 856,440

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 原材料費 ＬＴＯカートリッジ外６点の買入れ 1,096,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 都道府県CIOフォーラム第15回年次総会出席に係る出張 52,868

総務局 人事部 人事課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 感謝状の印刷 294,840

総務局 人事部 人事課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(人事部)(単価契約)代金(1） 61,716

総務局 人事部 人事課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ２９年度採用候補者身体検査委託（単価契約）代金支出 2,877,930

総務局 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)授業料等（春学期）の支出 5,799,720

総務局 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 使用料及賃借料 29大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)賃借料の支出（2月分） 164,548

総務局 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 役務費 29大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)賃借料の支出（2月分） 4,909

総務局 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 使用料及賃借料 29大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)賃借料の支出（2月分） 164,548

総務局 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 役務費 29大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)賃借料の支出（2月分） 4,909

総務局 人事部 人事課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 東京都e-人事ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の借入れ(2月分) 4,627,800

総務局 人事部 人事課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 人事・給与等システム(給与)の変更業務委託(その2） 34,485,480

総務局 人事部 人事課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 庶務事務ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等賃借料の支出(2月分) 10,799,784

総務局 人事部 人事課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ業務端末用機器の借入れ 5,616

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ業務端末用機器の借入(再ﾘｰｽ) 10,368

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 タクシー利用に係る代金の支出について 6,500

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 タクシー利用に係る代金の支出 4,330

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月支出） 167,917

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月支出） 25,670

総務局 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月支出） 900

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 人事・給与等システム用サーバ機器等の借入れ(2月分) 14,029,687

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 人事・給与等システム用サーバ機器等の借入れ(2月分) 159,988

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 人事・給与等システム用サーバ機器等の借入れ(2月分) 159,988

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 人事・給与等システム用サーバ機器等の借入れ(2月分) 159,989

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 人事・給与等システム用サーバ機器等の借入れ(2月分) 159,988

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 20,842

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 20,842

総務局 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 追録の購入 42,101

総務局 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用代金の支出（1月分） 351,951

総務局 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用代金の支出（1月分） 6,730

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 29年度ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ入書類保管委託（単価契約）代金支出(2) 3,780

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月支払分） 29,946

15 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月支払分） 8,660

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月支払分） 15,379

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月支払分） 5,477

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月支払分） 18,673

総務局 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（３月支払分） 2,091

総務局 人事部 人事課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 後納郵便料金の支出 10,874

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都e-人事システムセキュリティ監査実施委託代金 691,200

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 証書入れの購入 231,984

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金支出(2月） 14,655

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金支出(2月） 14,654

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(人事部)(単価契約)代金支出(2) 63,084

総務局 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金支出(2) 19,834

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 組織定数査定説明書等の製本 103,680

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 使用料及賃借料 29ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰﾋﾞﾙの賃貸借契約に係る経費の支出（2月分） 39,706,977

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰﾋﾞﾙの賃貸借契約に係る経費の支出（2月分） 9,657,111

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29職員研修所の建物管理等に係る分担金の支出(2月分) 10,262,981

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣（事務用機器操作業務）（単価契約）(2月) 317,115

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣(事務用機器操作業務)(単価契約)(２)(2月） 390,700

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 使用料及賃借料 30大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)敷金及び賃借料等の支出 746,400

総務局 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 役務費 30大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(MPM)敷金及び賃借料等の支出 12,000

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 120,472

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 電子計算機入力ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ作成処理委託代金支出(2月） 240,620

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 庶務事務システム外旅費の支出について 1,666

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 庶務事務システム外旅費の支出について 1,296

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 庶務事務システム外旅費の支出について 2,196

総務局 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 庶務事務システム外旅費の支出について 630

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 東京都退職管理委員会の議事の速記(単価契約)代金支出 29,160

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修員「公共経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」費用(入学考査料) 30,000

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修員「公共経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」費用(入学料) 282,000

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講習の受講に伴う経費の支出（2月分） 143,856

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講習の受講に伴う経費の支出（2月分） 108,000

総務局 人事部 人事課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 使送に係る郵便料金の支出 162,540

総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 プリンタートナー等の購入（その４） 500,763

総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 非常勤職員採用試験問題作成採点委託(単価契約)代金 374,760
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総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 辞令等に係る筆耕代金の支出について 51,138

総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月支出） 70,292

総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 人事部業務に係る法的支援委託(単価契約)代金支出(2) 30,080

総務局 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H30大学院修士課程修学支援にかかる入学料の支出 141,000

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員柏木住宅ほか管理人業務委託 250,614

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員渋谷住宅ほか管理人業務委託 244,728

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員福生住宅ほか管理人業務委託 259,200

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 平成29年度ハラスメント相談窓口謝礼金支払（２月分） 144,384

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

職員大久保住宅の排水管更正工事に係る都負担金の支出 874,804

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京都職員高田馬場住宅巡回警備業務委託 395,963

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員武蔵野住宅ほか管理人業務委託 314,099

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 ハラスメント相談窓口ＰＲ用カードの印刷 189,540

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

地方公務員災害補償基金電話基本料の支出(2月請求分) 17,280

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 使用料及賃借料 裁断機の賃借（人事部）に係る経費の支出（２月分） 12,852

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

職員大久保住宅共益費の負担区分と都負担金の支出 1,066,555

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員中目黒住宅管理人業務委託 237,816

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

東京都職員渋谷住宅の維持管理に係る経費の支出 18,792

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 役務費 携帯電話使い分けサービス利用料の支払い（３月） 12,704

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都職員表彰に係る副賞経費の支出について 831,614

総務局 人事部 職員支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 東京都職員表彰に係る副賞経費の支出について 29,344

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 公益通報担当弁護士への報酬の支払（平成30年1月分） 718,320

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 服務指導連絡会における講演等に係る謝金の支出 12,032

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡の精算 49,951

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡の精算 1,196

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約について（単価契約） 25,167

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 71,471

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（3月支給分） 27,694

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出について 15,660

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,036

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出について 7,392

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約に係る経費の支出 3,380

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 公益通報弁護士窓口に使用するパソコンの購入 150,760

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 複写サービスに関する契約（単価契約）の移設費用 48,600

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 公益通報弁護士窓口用インターネット接続用端末の購入 56,160
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総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 特別旅費 第98回東京都固定資産評価審議会の開催に伴う経費支出 1,360

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 電気自動車普及モデル事業モニター説明会に係る旅費 86,804

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 行政部長大島視察にかかる旅費の支出 35,400

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 総務局長三宅支庁管内視察対応に係る旅費の支出 4,860

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 職員住宅に係る賃借料の支出（平成29年度下半期分） 10,144,362

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 職員住宅に係る賃借料の支出（平成29年度下半期分） 81,154

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（地方自治関係実例判例集外33件） 1,186,812

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 四支庁総務課長会出席に係る旅費（確定払分） 50,280

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 八丈支庁管内行政視察に係る旅費の取消手数料 5,160

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 大島町離島活性化交付金自己検査に係る旅費（確定払） 70,542

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 小笠原支庁管内視察・職員住宅打合せに係る旅費 319,238

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 特別旅費 第99回東京都固定資産評価審議会の開催に伴う経費支出 1,030

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年２月請求） 459,614

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 四支庁行政課長代理会議出席に係る旅費（概算払） 89,560

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 「平成２９年度東京都市町村概要」の印刷 157,248

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 光熱水費 航空タービン燃料（ＪＰ－５）の購入 307,800

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等の借入れ 370,860

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ネットワークシステムＦＷ等の借入れ 485,520

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区事務処理特例交付金（第4回概算払） 919,298,160

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 諸費 地方消費税交付金
負担金補助及交付
金

平成２９年度地方消費税交付金（３月分）の交付 82,622,254,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 100,598

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 43,848

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度(一社)移住・交流推進機構年会費の支出 300,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 電気自動車実証実験モニター応募説明会に係る旅費 86,375

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 「平成29年度分固定資産の価格等の概要調書」の印刷 154,440

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度交付金及び振興基金調査にかかる旅費支出 73,360

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度交付税検査（青ヶ島）にかかる旅費の支出 69,180

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 交付金等調査（八丈町・青ヶ島村）にかかる旅費の支出 92,240

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 三宅島エンデューロレース開催支援にかかる旅費の支出 93,040

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 離島振興対策協議会幹事会出席にかかる旅費の支出 60,880

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 電気自動車モデル事業説明にかかる旅費（追給分） 8,074

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 宿泊研修に係る旅費の支出 1,278

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 特別旅費 宝島推進委員視察（八丈島）特別旅費の支出 41,962

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度交付税検査に係る旅費の支出について 2,824
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総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 知事神津島・八丈島視察に係る旅費（確定払） 5,348

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 三宅支庁管内行政視察に係る旅費（確定払） 77,400

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 自動車任意保険に係る経費の支出（3月分） 100,898

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 自動車任意保険に係る経費の支出（3月分） 1,582

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その２）に係る経費の支出 116,169

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その3)の2に係る経費の支出 23,306

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 Ｈ29年度住基ネット都内ネットワーク運用保守監視委託 8,501,304

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 Ｈ29年度住基ネット集約センター運用保守監視委託 1,969,545

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 光熱水費 航空タービン燃料（ＪＥＴ　Ａ－１）の購入 1,589,760

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

公的個人認証ｻｰﾋﾞｽに係る平成29年度負担金（第三期） 109,321,309

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度本人確認情報処理事務負担金（第4四半期） 7,276,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 83,016

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 国土交通行政実務研修に係る旅費 9,418

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 三宅支庁管内行政視察及び離島振興事業調査の旅費 2,580

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 三宅支庁管内職員住宅工事管理に係る旅費 44,606

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 硫黄島墓参に係る旅費（確定払） 78,159

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 特別旅費 硫黄島墓参に係る旅費（確定払） 1,100

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 三宅・八丈職員住宅視察に係る旅費（確定払） 14,670

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その3)の2に係る経費の支出 8,915

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 「東京諸島の概要-平成29年度-」の印刷 298,080

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 東京都特定有人国境離島地域の維持に関する計画の印刷 288,360

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 「平成29年　市町村人事給与関係資料」の印刷 156,816

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 意見交換のインターネット中継放送業務委託 249,480

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 意見交換の実施に伴う議事録の作成（単価契約） 124,254

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 大島支庁管内行政視察にかかる旅費（確定払分） 2,580

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 離島振興事業打合せにかかる旅費（確定払分） 1,720

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その3)の2に係る経費の支出 11,655

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 大島支庁管内視察に係る旅費の支出について 39,898

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 旅費 普通旅費 三宅支庁管内視察に係る旅費の支出について 45,742

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年３月請求） 442,873

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日
特別区財政調整
会計

特別区交付金
特別区財政調整交
付金

普通交付金
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区財政調整交付金の支出（30年3月分） 107,566,684,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日
特別区財政調整
会計

特別区交付金
特別区財政調整交
付金

普通交付金
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区財政調整交付金の支出（30年3月分） 3,955,899,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日
特別区財政調整
会計

特別区交付金
特別区財政調整交
付金

特別交付金
負担金補助及交付
金

特別区財政調整交付金特別交付金の支出（30年3月分） 35,276,078,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費
自動車取得税交付
金

負担金補助及交付
金

平成29年度自動車取得税交付金等（3月交付分）の交付 4,557,511,000
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総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都市町村総合交付金の支出について 33,333,336,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費
ゴルフ場利用税交
付金

負担金補助及交付
金

平成２９年度ゴルフ場利用税交付金（３月分）の交付 111,034,905

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 利子割交付金
負担金補助及交付
金

平成29年度利子割交付金（3月交付分）の交付及び支出 1,305,048,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 配当割交付金
負担金補助及交付
金

平成29年度配当割交付金（3月交付分）の交付及び支出 15,053,575,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費
株式等譲渡所得割
交付金

負担金補助及交付
金

平成29年度株式等譲渡所得割交付金の交付及び支出 21,954,267,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

東京都災害復旧・復興特別交付金の支出について 1,000,000,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の追給について（職員住宅現地調査（八丈町）） 350

総務局 行政部 振興企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の追給（東京宝島推進委員視察対応（八丈・青ヶ島 445

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度消防団員募集ポスターの掲出委託 1,073,304

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 ワイヤレスマイクシステム機器外２件の購入 193,320

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

平成29年度応急給水施設維持管理費の支出（区部・下） 104,266,176

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)に伴う経費の支出 94,087

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外１点の購入 683,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 住民避難訓練に係るバスの借上げ 46,980

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外５点の購入 291,384

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「東京くらし防災」に係る資料の印刷 157,680

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（消防訓練所） 9,288

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 82,757

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 367

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 業務用ＭＣＡ無線機の借入れに係る経費の支出(２月分) 118,044

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機(mcAccess e)使用料の支出(2月分) 330,674

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機（mcAccess e）使用料支出(２月分) 73,483

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防行政無線ｼｽﾃﾑ(20)全都移動現機無線局借入(2月分） 567,494

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 移動無線車の借入れ(2月分) 721,440

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機（mcAccess e）使用料支出(２月分) 19,595

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機(mcAccess e)使用料の支出(２月分) 71,033

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 災害対策車のリース料の継続支払について(平成29年度) 68,775

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用MCA無線機の利用料支出（平成２９年度分） 477,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 業務用MCA無線機賃借料の支出（平成２９年度分） 767,880

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 業務用ＭＣＡ無線機の借入れに係る経費の支出(２月分) 106,164

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都多摩広域防災倉庫清掃委託 57,240

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 緊急地震速報受信機器の借入れ(1～2月分) 273,420

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 業務用ＭＣＡ無線機の借入れ（再リース）（2月分） 165,996

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,808

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,106

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 216,742

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,438

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 緊急地震速報配信サービス(2月分) 38,437

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 国土交通省水防道路無線回線IP化機器の借入れ(2月分) 359,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線設備(東上野電波障害)の借入れ(2月分) 694,980

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線設備(港区役所向け)の借入れ(2月分) 940,485

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線設備(第二高潮)の借入れ(2月分) 932,472

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都災害対策本部室(29)ＡＶ機器の借入れ（２月分） 900,720

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度消防団員募集動画広告の掲出委託 5,594,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 八丈島防災行政無線再整備事前調査に伴う近接地外旅費 81,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 電話料金(ｲﾘｼﾞｳﾑ衛星携帯電話使用料)の支出（1月分） 70,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

平成28年度消防防災無線通信施設更新費用の支出 101,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災無線ｼｽﾃﾑ(衛星系・全都移動系)借入支出(2月分) 14,217,420

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 区市高所カメラ画像変換装置（28）の借入れ(2月分) 1,282,932

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 地震被害判読システム機器（27）の借入れ(2月分) 3,414,528

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 衛星中継車の借入れ(2月分) 3,433,860

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線(都庁局・区部多重系)の借入れ(2月分) 5,400,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線設備(東部方面総監部)の借入れ(2月分) 1,977,480

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災行政無線(区部多重系大容量化)の借入れ(2月分) 16,865,310

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災行政無線ｼｽﾃﾑ(多摩多重系)の借入れ(2月分) 5,396,755

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災無線ｼｽﾃﾑ(多摩多重系大容量化機器)借入(2月分) 15,810,900

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災センターＡＶ機器の借入れ（２月分） 3,538,500

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「女性視点の防災ブック（仮称）」点字版の作成 1,448,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 東京都災害時受援応援計画他2冊の印刷 679,536

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 八丈町千畳岩火山観測点樹木伐採等委託 238,998

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 報償費 平成29年度第５回　火山現象検討部会合同検討会 74,691
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 特別旅費 平成29年度第５回　火山現象検討部会合同検討会 2,796

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(江東変電所補助中継所2月分)の支出 29,363

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 工作物及び建物賃借に係る経費の支出（田無ﾀﾜｰ）3月 8,999,827

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 工作物及び建物賃借に係る経費の支出（田無ﾀﾜｰ）3月 447,120

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 電気使用量負担金（豊洲ＴＸビル２月分）の支出 11,124

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 49,819

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 ２９年度防災市民組織リーダー育成研修会運営業務委託 1,900,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出 26,812

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 田無タワー防災カメラの借入れに係る支出（2月分） 1,633,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都庁屋上防災カメラ等の借入れに係る支出（2月分） 1,867,110

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京スカイツリー防災カメラ（２７）の借入れ(2月分) 2,316,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防災カメラ(28)の借入れ（2月分） 1,495,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都立川地域防災センター(29)設備管理委託 637,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 機械警備委託（旧立川政府倉庫） 46,980

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機の利用について（現地機動班用） 41,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 538,650

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

平成29年度御蔵島中継所に関する負担金の支出 172,700

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 ETC利用料の継続支払について（30年1月分） 12,900

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金の支出（東京ｽｶｲﾂﾘｰ）（2月分） 14,156

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 工作物及び建物賃借に係る経費の支出（ﾃﾚｺﾑ中継所） 621,432

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 施設利用に係る経費の支出(東京スカイツリー)(2月分) 1,927,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都立川地域防災センター管理運営委託 240,570

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都立川地域防災センター管理運営委託 26,730

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度東京都国民保護共同図上訓練設営等業務委託 939,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「東京防災」中国語版（簡体字）の印刷 702,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(有明中継所２月)の支出 15,035

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上げに係る経費の支出について 466,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度破傷風予防接種に伴う経費の支出(2回目) 16,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,727

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 住民避難訓練の実施に係る訓練会場設営等委託 2,343,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 現地機動班資器材等の買入れ 1,264,906
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 107,049

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 9,548

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 7,320

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 新聞記事等検索サービスの利用経費（2月分）の支出 8,910

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度業務用MCA無線機使用料支出(燃料確保対策) 14,696

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災行政無線ﾈｯﾄﾜｰｸ集中管理ｼｽﾃﾑの借入(2月分) 5,318,568

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 デスクマットの購入 107,654

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「女性視点の防災ブック（仮称）」の印刷 52,488,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 「女性視点の防災ブック（仮称）」の印刷 324,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 20,883

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 6,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 2,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 12,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払に係る経費の支出（3月分） 128,103

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度複数の少額支払に係る経費の支出（3月分） 17,092

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払に係る経費の支出（3月分） 48,713

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金の支出（竹芝無線中継所）（２月分） 54,238

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入（第４四半期）の継続支払 12,865

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災ﾌｧｸｼﾐﾘｼｽﾃﾑ(多摩系)の借入(2月分) 644,760

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災行政無線単一系無線局(20)の借入(2月分) 186,900

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災無線単一系無線局の借入(MCA7局)(2月分) 292,110

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災無線(20)単一系ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用無線局の借入(2月分) 199,710

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災無線(20)単一系現地機動班無線局の借入(2月分) 30,660

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災無線単一系ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用ｱﾝﾃﾅの借入(2月分) 73,500

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 防災行政無線中継所維持管理用車両の借入れ(2月分) 65,310

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 追録の購入（危機管理実務必携） 3,672

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

平成29年度応急給水用資器材配備に係る支出（概算払） 3,098,412

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 追録の購入（現行法規総覧外１点） 48,035

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 報償費 医療救護所の設置に係る謝金の支出 31,300

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 「東京防災」の在庫管理等作業委託の支払について 50,468

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,106

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都防災ﾌｧｸｼﾐﾘｼｽﾃﾑ(区部系)の借入(2月分) 2,849,040

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災ﾌｧｸｼﾐﾘｼｽﾃﾑ(島しょ系･単一系)の借入(2月分) 1,524,744

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 画像伝送システム（島しょ系）（28）の借入れ(2月分) 2,451,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 画像伝送システム(区部・多摩系)(27)の借入れ(2月分) 6,633,468

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 計測震度計等機器(H28)の借入の支払(2月分) 744,768

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 災害情報システム等ネットワーク機器(島しょ部)の借入 1,096,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 災害情報システム等端末機器等(平成27年度)の借入れ 1,719,360

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 地震被害判読ｼｽﾃﾑ・災害情報ｼｽﾃﾑ連携用機器の借入れ 1,695,246

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ(JAXA情報受信用)に係る支出(２月分) 1,080

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 帰宅困難者対策に係るデータ整理及び会議運営委託 2,397,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 H29東京防災ホリデーセミナー実施運営業務委託 4,927,780

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 東京都防災行政無線神津島中継所(29)空調機修繕 1,445,040

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 給油伝票（複写式）の印刷 286,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 洗濯乾燥機外9点の購入 1,276,344

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(海上自衛隊無線局２月分)の支出 1,157

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金の支出（竹芝無線中継所） 11,858

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成２９年度東京都補助金等検査に係る経費の支出につ 97,420

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,423

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 131,739

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 373,478

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 853,992

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 146,401

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成２９年度分定日払旅費の支出(平成30年３月集計分) 447,569

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 特別旅費 平成２９年度分定日払旅費の支出(平成30年３月集計分) 1,275

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成２９年度分定日払旅費の支出(平成30年３月集計分) 104,938

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(陸上自衛隊無線局)の支出２月分 9,690

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成２９年東京都補助金等検査に係る経費の支出につ 46,120

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,616
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,838

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,838

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 161,363

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 60,438

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 火山観測装置の借入れの支出(2月分) 9,964,500

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 東京都災害情報ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等(H27)借入の支払(2月 12,333,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 平成29年度建物賃貸借契約（テレコムセンター）の支払 10,256,505

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

平成29年度建物賃貸借契約（テレコムセンター）の支払 2,991,480

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 火山観測装置の運用支援業務委託の支出 2,986,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その２）に伴う経費の支 27,756

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都多摩広域防災倉庫清掃委託 57,240

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その３）に伴う経費の支 6,804

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その１）に伴う経費の支 8,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 立防(29)雑排水槽清掃及び産業廃棄物運搬処分委託 462,240

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 立防(29)汚水槽清掃及び一般廃棄物収集運搬委託 280,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都消防団募集動画作成委託 928,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 防災無線宮塚山中継所(29)鉄塔局舎改修工事実施設計 1,444,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 防火対象物点検及び防火管理点検の業務委託 91,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービス（立川地域防災センター）の支払 14,040

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入（第４四半期）の継続支払 39,120

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 全都移動系基地局保守委託 341,280

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 「東京防災」の在庫管理等作業委託の支払について 185,004

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金（上池袋無線中継所２月分）の支出 27,060

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 報償費 防災アプリ商標登録及び出願手続きの委任に係る支出 174,558

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 防災アプリ商標登録及び出願手続きの委任に係る支出 61,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,053
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 77,570

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 地震被害判読ｼｽﾃﾑ・DIS連携用端末機器の借入れ 71,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾉｰﾄPC(移動無線車用DIS端末機器)の借入れ 70,632

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 都防災無線ｼｽﾃﾑ(単一系･島しょ系)の借入(2月分) 8,691,246

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)に伴う経費の支出 78,260

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 無停電電源装置用蓄電池外２件の購入 929,448

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 被災者生活再建支援業務ガイドラインの印刷 926,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

一時滞在施設におけるWi-Fiアクセスポイント整備 1,725,300

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 大島町消防本部及び大島町消防団教育訓練の実施に伴う 10,150

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（消防訓練所） 9,288

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 電波利用料の支出について(ぼうさいひびや局) 12,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金の支出（日比谷中継所）２月分 10,525

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

熊本地震に伴う求償に係る救助費用の返還について 209,718

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 198,746

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 「東京くらし防災」発送に係る後納料金の支出について 1,067,920

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 封筒の印刷<推計人口> 26,730

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 340,200

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 778,400

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 86,075

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 409,070

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 94,488

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 393,781

総務局 統計部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 特別旅費 調査員報酬及び費用弁償・2月分 142,548

総務局 統計部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 使用料及賃借料 学校基本調査事務打合せ会会議室使用料 70,200

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 6,653

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 7,893

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 4,234

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 1,209

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 5,050

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 3,629

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 統計調査員証の印刷 1,572

総務局 統計部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 統計費 管理費 報償費 東京都人口予測事業理論指導者の謝金の支出　2月分 72,192

総務局 統計部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 統計ニュース第113号の印刷 149,040

総務局 統計部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 統計費 管理費 報償費 平成29年度東京都産業連関表理論指導の講師謝金 36,096
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総務局 統計部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 統計費 管理費 報償費 平成29年度東京都第3次産業活動指数理論指導講師謝金 36,096

総務局 統計部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（資金前渡）役務費(3月分支出) 864

総務局 統計部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件(資金前渡)一般需用費(3月分支出) 38,428

総務局 統計部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ購入（単価契約）労働力調査報償品(2月分) 195,048

総務局 統計部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 ﾀｵﾙﾊｶﾁの購入（単価契約）労働力調査報償品(２月分） 583,200

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 カラー印刷機用インクの購入 70,215

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 カラー印刷機用インクの購入 62,852

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 カラー印刷機用インクの購入 74,950

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 カラー印刷機用インクの購入 54,963

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 83,941

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 84,783

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 22,140

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 5,616

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 29,376

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 97,416

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 205,135

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外14件の購入 89,601

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 16,400

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 24,112

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 3,720

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 3,720

総務局 統計部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 2,480

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 吊り下げ式名札ケース外７件の購入＜30工業統計調査＞ 532,029

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 22,067

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 9,504

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 23,821

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 16,718

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 128,696

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 16,640

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 5,530

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 マグネットクリップ外65件の購入 18,931

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 18,614

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 10,089

総務局 統計部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 11,676
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総務局 統計部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 調査用図書の購入(小売物価統計調査) 176,800

総務局 統計部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入（資金前渡） 9,745

総務局 統計部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 焼菓子の購入＜家計調査報償品＞ 1,157,587

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度裁断機の賃借に係る経費の支出 8,533

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 使用料及賃借料 平成29年度裁断機の賃借に係る経費の支出 7,178

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 使用料及賃借料 平成29年度裁断機の賃借に係る経費の支出 6,846

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 使用料及賃借料 平成29年度裁断機の賃借に係る経費の支出 10,518

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度カラー印刷機の借入に係る経費の支出 17,136

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 使用料及賃借料 平成29年度カラー印刷機の借入に係る経費の支出 14,414

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 使用料及賃借料 平成29年度カラー印刷機の借入に係る経費の支出 13,748

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 使用料及賃借料 平成29年度カラー印刷機の借入に係る経費の支出 21,122

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 統計調査員安全対策ﾏﾆｭｱﾙの購入＜30工業統計調査＞ 159,120

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 平成28年度学校基本統計(学校基本調査)外23点の製本 155,520

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 「東京都男女年齢(5歳階級)別人口の予測」の印刷 59,875

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 「東京都男女年齢(5歳階級)別人口の予測」の印刷 153,965

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 17,226

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 515

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 4,890

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 32,258

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 380

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 3,660

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 82,988

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 102,327

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 32,361

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 140

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 1,230

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 2,142

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 1,449

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 120

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 32,179

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 82

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 570

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 23,934

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 6,140
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総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 47,966

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 62,696

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 料金後納郵便(2月分)に要する経費の支出(資金前渡) 48,360

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 料金受取人払郵便料金（労働力調査２月分）(資金前渡) 117,875

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金受取人払郵便料金(商業動態調査２月分)(資金前渡) 24,768

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 毎月勤労統計調査料金受取人払郵便料金(30年2月分) 135,564

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 料金受取人払郵便料金(生産動態調査２月分)(資金前渡) 3,956

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 特別旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 2,367

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 18,802

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 6,571

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 2,748

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 2,652

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 4,401

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,744

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 3,959

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 2,112

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,196

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 660

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,320

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 348

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 9,030

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 10,216

総務局 統計部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 348

総務局 統計部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 協力依頼はがきの印刷＜平成30年工業統計調査＞ 153,468

総務局 統計部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入（資金前渡） 33,475

総務局 統計部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入（資金前渡） 41,472

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 東京の物価（平成29年9月分から平成30年2月分)の印刷 321,408

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 住基台帳による東京都の世帯と人口(町丁年齢別)の印刷 31,838

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 住基台帳による東京都の世帯と人口(町丁年齢別)の印刷 264,114

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(統計部)支出 27,226

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(統計部)支出 14,935

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(統計部)支出 16,936

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(統計部)支出 12,362

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(3)単価契約支出 13,919
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総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(3)単価契約支出 7,635

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(3)単価契約支出 8,658

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(3)単価契約支出 6,320

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 22,291

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 16,589

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 6,739

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 2,937

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 13,306

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 9,504

総務局 統計部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 写真のプリント（単価契約） 3,802

総務局 統計部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 役務費 工業統計調査料金受取人払郵便料金（30年2月分） 92

総務局 統計部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 洋菓子の購入＜個人企業経済調査報償品＞ 464,972

総務局 統計部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 パンの缶詰の購入（単価契約）＜生計分析調査報償品＞ 569,883

総務局 統計部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 統計費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度統計ｸﾞﾗﾌ指導者講習会実施に係る経費 79,920

総務局 統計部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度統計ｸﾞﾗﾌ指導者講習会実施に係る経費 903

総務局 統計部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出(統計ｸﾞﾗﾌ指導者講習会講師分) 4,260

総務局 統計部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 8,820

総務局 統計部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 3,100

総務局 統計部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 役務費 郵券の購入(資金前渡) 9,300

総務局 統計部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 統計費 管理費 報償費 東京都人口予測事業理論指導者の謝金の支出　3月分 72,192

総務局 統計部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 統計費 管理費
負担金補助及交付
金

｢大都市比較統計年表/平成28年度版」の作成に係る支出 294,408

総務局 統計部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 統計費 管理費 役務費 ｢大都市比較統計年表/平成28年度版」の作成に係る支出 864

総務局 人権部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 報償費 第４回人権施策に関する専門家会議開催経費の支出 79,506

総務局 人権部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 委託料 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂ･ﾌｪｽﾀ東京2017企画運営等業務委託について 28,188,000

総務局 人権部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 委託料 平成29年度人権週間行事の委託 3,456,000

総務局 人権部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年２月分） 1,293

総務局 人権部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 160,000

総務局 人権部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 使用料及賃借料 人権に関連する講演会のための経費支出 3,580

総務局 人権部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 報償費 人権に関する講演会等の経費支出 18,600

総務局 人権部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出について 51,067

総務局 人権部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費
負担金補助及交付
金

プラザ施設借入れに伴う継続支払(清掃料)(H30.3月) 646,060

総務局 人権部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 使用料及賃借料 性暴力救援ダイヤルＮａＮａキャンペーンの経費の支出 174,960

総務局 人権部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 性暴力救援ダイヤルＮａＮａキャンペーンの経費の支出 216

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 使用料及賃借料 性暴力救援ダイヤルNaNaキャンペーンの経費の支出 18,360
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総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 性暴力救援ダイヤルNaNaキャンペーンの経費の支出 10,800

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費
負担金補助及交付
金

プラザ施設借入れに伴う継続支払（電気料）（H30.2） 385,839

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費
負担金補助及交付
金

プラザ施設借入れに伴う時間外空調料（H30.2月） 81,722

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 委託料 映画「めぐみ」上映会運営委託 999,000

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成30年２月取りまとめ） 34,374

総務局 人権部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 報償費 性暴力救援ダイヤルＮａＮａキャンペーンに係る謝礼金 2,548

総務局 人権部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 報償費 専門家懇談会（第2回）に係る謝礼金の支出について 20,100

総務局 人権部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 委託料 平成29年度人権ユニバーサル事業運営業務委託 3,531,600

総務局 人権部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 平成３０年度版「窓口一覧リーフレット」の翻訳 30,240

総務局 人権部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 DVDソフトの購入 197,640

総務局 人権部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 インターネットプロバイダサービスの支出について 1,458

総務局 人権部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 使用料及賃借料 人権プラザ分館会議室の使用及び経費の支出について 3,500

総務局 人権部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 報償費 同和問題に関する専門相談技術審査委員会に係る経費 26,502

総務局 人権部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費
負担金補助及交付
金

性暴力等被害者に対する医療費助成交付金の支出 72,367

総務局 人権部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 人権プラザ分館に係る施設所有者賠償責任保険料の支出 17,646

総務局 人権部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 人権プラザ展示室展示品に対する保険料の支出 5,216

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外3件の買入れ 157,233

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（確定払）〔岩手県・宮城県事務所 2月分〕 61,150

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 一時休憩所の契約更新について 167,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 一時休憩所の契約更新について 432

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 一時休憩所の保険契約の更新について 40,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 クリーニング費用及びレンタカー代の支出 50,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 クリーニング費用及びレンタカー代の支出 50,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（本庁3月分） 40,879

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備（本庁3月分） 11,578

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（福島3月分） 13,268

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の準備（福島3月分） 1,930

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備（福島3月分） 19,229

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る前渡金の準備（福島3月分） 47,125

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出 27,621

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出（その２） 37,393

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（岩手・宮城 3月分） 97,520

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の準備（岩手・宮城 3月分） 18,360

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備（岩手・宮城 3月分） 15,416
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総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る前渡金の準備（岩手・宮城 3月分） 39,447

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 消耗品の廃棄について（岩手県・宮城県事務所） 70,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 消耗品の廃棄について（岩手県・宮城県事務所） 50,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 避難者への行政情報配送に係る後納郵便料金(2月分) 196,560

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（3月確認分） 55,090

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（業務報告３月分） 18,580

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 避難者への行政情報資料印刷等委託経費支出(3月号) 199,476

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　賃借家電等の買取について 297,400

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度　賃借家電等の買取について 432

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 一時休憩所の賃貸借契約の締結及び諸経費の支出 56,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 一時休憩所の賃貸借契約の締結及び諸経費の支出 117,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 一時休憩所の賃貸借契約の締結及び諸経費の支出 76,672

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地外の旅費の支出について（業務報告３月分） 18,580

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,207

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 都内避難者相談拠点の相談用電話料金の支出(2月分) 17,153

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（確定払）〔福島県事務所 2月分〕 59,670

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 被災地支援現地事務所の通信料金の支出 24,293

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 都内避難者相談拠点ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金支出(2月分) 1,080

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 電話交換設備外３件の借入れ(長期継続契約：2月分) 24,840

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ノート型パソコン外3件借入れに係る経費支出（2月分） 24,192

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出(単価契約：2月分) 7,947

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 消耗品の移転について（岩手県・宮城県事務所） 70,432

総務局 公文書館 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 インターネット接続に関する契約の支出（１月分） 19,440

総務局 公文書館 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 8,207

総務局 公文書館 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 40,933

総務局 公文書館 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバの借入（長継）に係る支出（２月分） 9,135

総務局 公文書館 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＰＣの借入（閲覧室・再ﾘｰｽ）に係る支出（２月分） 30,812

総務局 公文書館 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＰＣの借入（閲覧室・追加)(長継）の支出（２月分） 15,930

総務局 公文書館 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＰＣの借入（史料編さん・再ﾘｰｽ）の支出（２月分） 20,088

総務局 公文書館 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 警備保安業務委託に係る支出（２月分） 616,496

総務局 公文書館 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 438,570

総務局 公文書館 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 建物清掃及び衛生管理委託に係る支出（２月分） 226,800

総務局 公文書館 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 労働者派遣（閲覧窓口事務・単価）の支出（２月分） 511,758

総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 インターネット接続に関する契約の支出（２月分） 19,440
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総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 情報検索システムのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｰﾌﾟ保管委託（２月分） 8,046

総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託の支出（２月分） 20,041

総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託の支出（２月分） 5,879

総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービス(単契)係る支出（２月分） 24,953

総務局 公文書館 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 マイクロフィルムの保管委託(単価)の支出（２月分） 656,100

総務局 公文書館 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 機械警備業務委託（長継）に係る支出（２月分） 77,376

総務局 公文書館 平成30年03月15日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 機械警備業務委託（長継）に係る支出（２月分） 14,964

総務局 公文書館 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 排水管等の清掃委託 181,440

総務局 公文書館 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 廃棄物処理委託（下半期・単価）に係る支出（２月分） 3,871

総務局 公文書館 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 廃棄物処理委託（下半期・単価）に係る支出（２月分） 3,456

総務局 公文書館 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（２月確認分）（一般職員・非常勤職員） 25,080

総務局 公文書館 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出（２月確認分）（一般職員・非常勤職員） 2,987

総務局 公文書館 平成30年03月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 情報検索システム機器等の借入(長継)の支出（２月分） 658,584

総務局 公文書館 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,950

総務局 公文書館 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 空調設備・室内機ドレン排出装置の修繕 810,000

総務局 公文書館 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入（交通読本外10件） 339,120

総務局 公文書館 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 インターネット接続サービス(光回線)の支出（３月分） 10,908

総務局 公文書館 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 昭和期文書の修復 628,560

総務局 公文書館 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 『東京都公文書館調査研究年報〈WEB版〉』の印刷 99,900

総務局 公文書館 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 害虫駆除剤外19件の購入 674,924

総務局 公文書館 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 掃除機外４件の購入 119,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 海のふるさと村清掃委託　１月分 2,258,105

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島トウシキ園地施設改修工事 26,632,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 大型図面複写機の借入れ（神津島）の支払　1月分 30,975

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了:平成29年度神津島空港用地草刈及び側溝清掃委託 13,500,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：海のふるさと村駐車場便所屋根改修工事 1,594,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 前払金：大島公園災害対策基本・実施設計 1,800,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　総合溶岩流対策 16,018,182

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による生活扶助費等の支給経費(30年3月分) 2,000,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(神津島空港・一需2～3月) 239,661

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：海のふるさと村取付道路改修工事 32,506,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 完了:平成29年度神津島港船客待合所施設復旧緊急工事 402,840

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 備品購入費 高圧空気容器の購入 718,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 暖効性チッソ入り肥料の購入 240,300
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 原材料費 土の購入 259,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　伊豆大島火山砂防事業 13,808,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 岡田港船客待合所自動扉修繕（その2） 101,304

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 融雪剤の購入 388,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 電動自動車の購入 198,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 前払金：道路改修、補償工事(大-神津・鉄砲場2期の3) 2,308,750

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 前払金：道路改修、補償工事(大-神津・鉄砲場2期の3) 33,091,250

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費支給(平成29年3月　口座情報払) 5,902,529

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：道路維持工事（単価契約）-神津島-（その２） 1,214,936

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路維持工事（単価契約）-神津島-（その２） 1,497,647

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 軽四輪貨物自動車の車検整備支出（品川47き7016） 104,101

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 完了払：建物調査委託(単価契約)【都道第208号線】 3,544,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 端末使用料の支出（レスナビ端末）2月分 7,562

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 車両の継続検査に伴う必要経費の支出(品川301る3348） 8,750

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 車両の継続検査に伴う必要経費の支出(品川301る3348） 1,100

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 車両の継続検査に伴う必要経費の支出(品川301る3348） 15,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園施設維持工事(単価契約) 1,342,766

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン誘導柵設置工事（単価契約）第９回 727,056

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)カラー　新島(1月分) 85,232

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 大型図面複写機の保守及び消耗品供給の支払(1月分) 5,670

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)カラー産業課(1月分) 107,606

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)福祉　1月分 22,140

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 追録の購入 68,794

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 フロントラインスプレー外３点の購入 274,050

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ドッグハーネス外１１点の購入 243,324

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 原材料費 木材の購入 227,620

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：除雪委託（29大の1）【緊急施工】 361,383

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(大島公園・一需)(３月分) 257,171

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(大島公園・役務)(３月分) 24,325

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（港湾・一需3月分） 61,890

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(15) 5,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(16) 5,970

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 産業医に関する報償費の支出　2月分 63,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園昇降設備保守点検委託　２月分 54,000
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 元町港船待電気工作物保安管理業務委託（2月分） 36,720

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島漁港便所清掃委託（2月分） 68,391

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園警備委託　２月分 516,479

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園椿資料館案内業務委託　２月分 307,238

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港空調設備点検委託（2月分） 663,390

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 ＡＥＤ(自動体外式除細動器)借入代金　公園（２月分） 6,372

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 毎日新聞の購入　２月分 4,037

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園動物臨床検査委託料の支出 25,056

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（大島空港・一需3月分） 205,432

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（大島空港・役務3月分） 14,119

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 獣害対策用ネットの購入（単価契約）　第５回 181,440

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：渡浮根沢砂防に伴う測量及び補足設計 2,214,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：大金沢砂防堰堤に伴う測量（1号・2号） 1,282,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島公園危険木伐採作業委託 2,727,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 完了:平成29年度神津島港物揚場(-3.0m)外復旧緊急工事 3,996,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車の継続検査に伴う必要経費支出(品川400ち6314) 1,100

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車の継続検査に伴う必要経費支出(品川400ち6314) 8,370

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車の継続検査に伴う必要経費支出(品川400ち6314) 8,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 センサーカメラ外３点の購入 1,499,460

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 解剖刀外８点の購入 1,193,724

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン防除委託(単価契約)南部地区その２　第３回 5,421,157

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン防除委託(単価契約)北部地区その２　第２回 4,881,718

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(土木　役務　3月分) 756

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(道路整備・一需3月分) 89,570

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（砂防海岸・一需3月分） 45,853

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(道路維持・一需3月分) 82,917

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（大島・一需３月分） 66,194

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（大島・役務３月分） 3,582

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,723

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,916

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 974,076

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 53,794

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 136,860

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,790
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 186,242

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 477,977

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度昇降機保守点検委託（新島出張所）2月分 106,920

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港自家用電気工作物保安管理業務委託(2月分) 112,752

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港ターミナルビル昇降機保守点検委託(2月分) 251,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　神津島出張所庁舎清掃業務委託　2月分 78,836

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島漁港施設浄化槽点検清掃委託（2月分） 23,868

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島・利島港湾施設浄化槽点検清掃委託（2月分） 119,772

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港給水設備点検清掃委託(2月分) 20,736

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港ターミナルビル清掃委託（2月分） 522,169

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 利島港船客待合所外1か所清掃委託（2月分） 114,301

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 利島港管理作業委託（2月分） 375,840

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 自家用電気工作物保安監視業務委託（新島2）2月分 29,340

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 完了払：八重沢治山事業測量設計委託 5,605,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 平成29年度和田浜海岸人工リーフ修正設計 3,813,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 完了払：大島管内林道測量設計委託 4,168,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 前払金：大島支庁新島出張所車庫棟改修工事 1,500,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)産業課の支払　1月分 71,020

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港ターミナルビル清掃業務委託（2月分） 252,591

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港自家用電気工作物保安管理業務委託（2月分） 10,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港航空灯火設備点検委託（2月分） 119,880

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島港船待自家用電気工作物保安管理業務委託(2月分) 14,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 部分払２回目：道路清掃委託（その５） 2,228,300

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 完了払：構造物予備修正設計（泉津3期） 3,012,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島港船客待合所昇降機保守点検委託（2月分） 88,128

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 地下タンク気密漏洩調査委託 216,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの購入 108,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車（品川400つ9085）の車検整備 108,540

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(港湾 近接地外 平成30年1月～2月分) 358,816

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(港湾 近接地外 平成30年1月～2月分) 16,704

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 63,393

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 18,554

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 34,698

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 215,665
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 53,761

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 30年2月分) 7,444

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 29措置費支払事務に関する事務委託費の支出（2月分） 470

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護措置費の支出（1月差引請求分） 8,216

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護措置費の支出（3月分概算払） 164,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 地外 平成30年1～2月分） 26,358

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成29年1～2月分） 46,606

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成29年1～2月分） 94,657

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務 近接地外 3月9日支給分) 142,430

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務・税務 近接地外 3月9日支給分) 13,498

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務・福祉 近接地外 3月9日支給分) 12,282

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 汚泥処理手数料の支出（神津島村園地）1月分 190,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 地下タンク気密漏洩検査委託 216,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 地下タンク気密漏洩検査委託 216,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 展望避難休憩舎清掃等委託(2月分) 127,646

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 神津島園地施設浄化槽点検他清掃委託(2月分) 29,052

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 神津島出張所ほか水道・下水道使用料の支出2月分 5,560

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 29ごみ処理手数料の支出（大島園地）1～3月分 98,118

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 前浜海岸住宅電気料金の支出（2月分） 4,877

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 平成29年度　水道料金の支出（沢尻炊事舎）2月分 8,660

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(農災復旧・一需２月分） 16,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡(農災・光熱水３月分） 1,740

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：大島道路緑地管理委託 26,763,907

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港消防業務委託（2月分） 6,527,312

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島港湾空港施設巡回点検等業務委託（2月分） 1,304,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港航空灯火施設保守点検業務委託（2月分） 3,078,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 元町港船客待合所昇降機保守点検委託（2月分） 62,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港待合所清掃委託(その2)（2月分） 222,086

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 三浦漁港船客待合所等清掃委託（2月分） 117,911

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港 廃棄物処理委託（2月分） 25,920

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港航空灯火設備点検委託（2月分） 98,928

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港自家用電気工作物保安管理業務委託(2月分) 42,120

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 大島空港施設浄化槽点検清掃委託（2月分） 93,873

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園自家用電気工作物保安管理業務委託(２月分） 90,990
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度大島支庁消防設備点検委託に係る代金の支出 96,120

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了払：新島空港予備自家発電設備点検委託 972,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 完了払：平成29年度三浦漁港船揚場外復旧緊急工事 756,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 大島支庁舎空調室外機修繕にかかる代金の支出 104,760

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)港湾課（2月分） 43,799

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)-大島空港-（2月分） 62,095

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 完了払:平成29年度三浦漁港-3.0m岸壁付属工補修工事 2,160,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：大金沢砂防指定地台帳及び設備台帳作成業務 1,784,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 常設用テントの購入(海のふるさと村） 1,204,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 常設用テント(６人用)外１点の購入（多幸湾ｷｬﾝﾌﾟ場） 1,108,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)ｶﾗｰ土木課2(2月分) 146,433

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)大型図面複写機 2月分 12,776

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 野伏漁港船客待合所清掃業務委託（2月分） 116,378

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 若郷漁港便所清掃業務委託（2月分） 10,704

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 式根島港湾・漁港管理作業等委託（2月分） 420,302

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島港日除け雨除け施設清掃委託（2月分） 42,141

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島巡回業務等委託（2月分） 257,924

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島巡回業務等委託（2月分） 533,794

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島巡回業務等委託（2月分） 257,924

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 元町港船客待合所清掃委託（2月分） 632,963

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 岡田港船客待合所外1か所清掃委託 222,802

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：大金沢流域砂防施設効果及び植生回復状況調査 7,192,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 完了払：路面補修工事（29大の7） 26,688,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：差木地沢2号堆積工補足設計（その１） 3,120,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 固型飼料２点（草食獣用外１点）の購入　２月分 302,535

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 乾牧草外１点の購入　２月分 232,308

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：支庁第二沢(仮)1号堰堤・差木地沢3号地質調査 11,187,720

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 備品購入費 軽四輪乗用自動車の購入に係る代金の支出 1,908,246

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 軽四輪乗用自動車の購入に係る代金の支出 9,490

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 公課費 軽四輪乗用自動車の購入に係る代金の支出 9,900

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島港船客待合所清掃業務委託（2月分） 543,348

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：海のふるさと村取付道路改修設計 1,614,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：佐久川3号砂防堰堤に伴う地質調査 10,780,560

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：滝川沢1号堰堤工補足設計（その２） 2,680,000
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 ロバの削蹄委託の支出 49,420

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 土地売買契約に係る収入印紙の購入 15,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 神津島空港及び港湾・漁港施設等水道料金の支出 2月分 7,940

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 神津島空港及び港湾・漁港施設等水道料金の支出 2月分 3,230

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支出（支障物件移設） 2,788,700

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 平成29年度 し尿浄化槽汚泥処理手数料の支出（2月分） 8,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 平成29年度 し尿浄化槽汚泥処理手数料の支出（2月分） 5,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 利島への出張に伴う傭船料の支出 40,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 式根島港船客待合所外2件清掃業務委託（2月分） 10,821

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 式根島港船客待合所外2件清掃業務委託（2月分） 14,454

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：元町（北）林道災害復旧工事 9,430,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 竹・樫の購入　２月分 183,241

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 牧草の購入　２月分 262,699

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 完了払：間伏林道改良工事 6,490,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 無線機の修繕 128,952

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 元町港船客待合所他消防設備修繕 74,520

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 元町港船客待合所他消防設備修繕 22,680

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 大島空港化学消防車（6100）タイヤ交換等修繕 637,978

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 介護保険料の代理納付に要する経費の支出　3月分 176,900

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)神津島空港　2月分 46,468

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(17) 4,320

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(18) 5,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(19) 5,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 報償費 平成29年　港湾調査員に対する報償費の支出 173,229

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)神津島空港 2月分 25,380

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 キャベツ外１１点の購入（２月分） 1,577,253

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 野鳥の管理に係る餌代の支出（その２） 24,570

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 長靴外3品目の購入に伴う代金振込手数料の支出 108

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島園地施設浄化槽保守点検他清掃委託(その1)2月分 390,247

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島園地施設浄化槽保守点検他清掃委託(その2)2月分 144,914

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 火口茶屋園地展望避難休憩舎清掃その他委託(2月分) 261,381

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御神火茶屋園地公衆便所清掃その他委託(2月分) 107,719

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 新島園地施設浄化槽点検他清掃委託(2月分) 192,736

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　浄化槽清掃点検委託（大島）1月分 114,048
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（大島支庁）2月分 36,720

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　大島支庁庁舎清掃業務委託(2月分) 772,923

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　大島支庁庁舎警備委託(2月分) 604,933

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　環境衛生管理委託（大島支庁）2月分 205,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港消防業務委託（2月分） 2,156,572

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　新島出張所等庁舎清掃業務委託　2月分 266,223

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島港船客待合所等清掃委託(その2)（2月分） 349,050

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島巡回業務等委託（2月分） 528,256

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島巡回業務等委託（2月分） 510,527

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 後納郵便料の支出　2月分 91,797

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 し尿汲み取り及び汚泥処理手数料の支出(大島園地)2月 41,960

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 大島公園ごみ処理手数料の支出　１～３月分 13,326

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 H29複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)新島空港 2月分 37,769

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度　新島港砂除去委託（単価契約）　第4号 136,490

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,104,417

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,559

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,078,893

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 162,014

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 577,444

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,756

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 998

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 177,635

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,255

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 インターネットの接続　1月分 1,296

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 かじやま住宅の台風被害の修繕に係る代金の支出 527,472

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（羽伏浦公園）2月分 3,440

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島空港施設電気料金の支出（29年3月分） 160,231

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(30年1月分) 72,878

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(30年1月分) 8,130

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(30年1月分) 82,873

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 水道料の支出（長根浜倉庫）平成30年3月分 1,166

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 水道料の支出(大島7園地)平成30年3月分 24,873

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：関係権利者調査業務委託(単価契約)滝川沢1号 781,915

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 大島支庁電話料の支出(平成30年3月分) 23,180
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法医療扶助による検診料の支出(20) 3,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島・式根島港湾漁港照明設備保守委託(単契)第2号 89,251

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島・式根島港湾漁港照明設備保守委託(単契)第2号 162,065

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

役務費 ３月分  公共料金支払 3,879

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,300

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,259

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,261

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,945

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,975

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,325

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,191

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,144

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,809

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港浄化槽外5箇所点検委託（2月分） 135,432

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 新島空港浄化槽外5箇所点検委託（2月分） 21,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港消防業務委託（2月分） 2,236,215

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園浄化槽保守点検清掃委託　２月分 168,264

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

漁業振興施設整備事業費補助金支出（つきいそ） 22,275,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：大金沢1号砂防堰堤に伴う補足設計 4,920,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 完了払：神津沢土石流発生監視システム保守点検委託 1,404,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

島しょ漁業振興施設整備事業費補助金支出（製氷機） 14,100,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 固型飼料５点(サル用外４点）の購入　２月分 143,105

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 完了払:利島港物揚場防舷材補修及びその他工事(その2) 6,134,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：滝川沢砂防工事（2号堆積工）に伴う環境調査 1,004,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 完了払：神津沢流路修景予備設計 1,782,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：新島羽伏浦公園施設改修設計 460,080

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：渡浮根沢砂防堰堤修正設計 1,350,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 完了払：山岳道路斜面特別点検調査委託（29大の1） 2,538,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 前浜海岸住宅清掃委託に係る代金の支出 85,224

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 大島空港航空灯火予備品の購入その7 558,360

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 空港消防泡消火剤廃棄委託 43,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託に係る代金の支出 66,532

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託に係る代金の支出 44,419
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型貨物自動車の車検整備（品川400は2846） 75,168

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 給油車の車検整備（品川800は1147） 125,496

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 木製保安柵の購入 577,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 完了払：平成29年度式根島港-7.5m岸壁復旧緊急工事 8,856,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 神津島空港　照明設備修繕 247,320

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島港岸壁海藻除去委託（その2） 972,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 LED回転灯の購入 112,320

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車（品川400ち6314）の車検整備 124,826

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　総合溶岩流対策事業 1,612,631

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 オオハナインコ外１点の購入 1,271,143

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 新島出張所外1か所水道・下水道使用料の支出2月分 8,240

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 消防車の車検整備（品川800す440） 183,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 備品購入費 細断器の購入に係る代金の支出 257,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（14）に係る代金の支出 97,653

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 29年度海岸漂着物対策事業に係る経費の支払（大島町） 2,073,772

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 29年度海岸漂着物対策事業に係る経費の支払（大島町） 888,759

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダ外1点の購入に係る代金の支出 284,310

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 第二椿荘電気料金の支出　2月分 19,031

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 浄化槽法定検査の実施に伴う検査料の支出 80,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 お弁当代の振込に係る振込手数料の支出 324

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 普通四輪乗用自動車の車検整備支出（品川302に9555） 83,504

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 灯油の購入（単価契約）新島空港（2月分） 15,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　2月分 8,420

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　2月分 8,210

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　2月分 6,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)福祉　2月分 25,440

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 備品購入費 給湯器の購入に係る代金の支出 242,244

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 重油の購入（単価契約）　２月分 354,974

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 重油の購入（単価契約）　２月分 117,612

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ガソリン外１点の購入（単価契約）大島公園　２月分 46,137

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 し尿汲み取り処理手数料の支出（大島公園）２月分 1,166

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）新島空港　2月分 43,573

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 大島支庁水道料の支出　1月分 42,288

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 神津島空港電気料金の支出（29年3月分） 186,030
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 し尿浄化槽汚泥処理手数料の支出（大島公園）２月分 7,650

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 完了:平成29年度差木地漁港休憩所補修及びその他工事 13,824,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 軽四輪貨物自動車の車検整備（品川480き6113） 66,366

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島公園動物園ラクダラマ舎浄化槽改修工事 909,176

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車（品川400て9399）の車検整備 86,292

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 小型乗用自動車の修繕に伴う経費の支出 185,501

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 111,794

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 10,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 82,189

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 260,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分）その2 33,750

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)大島公園　２月分 26,472

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 セレニア錠外２１点の購入 109,147

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 外付けハードディスクドライブ外１８点の購入 1,252,476

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 40,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 用品購入代金の支払（2月分） 200,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ロープ外１点の購入 866,657

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 格子ケージ外１点の購入 214,164

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 普通貨物自動車の車検整備及び修繕（品川100す1119） 373,410

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 普通貨物自動車の車検整備（品川１００さ９９７４） 116,035

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（港湾 地外 平成30年2月～3月分） 125,178

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（港湾 地外 平成30年2月～3月分） 121,984

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（港湾 地外 平成30年2月～3月分） 26,276

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 H29し尿汲み取り及び汚泥処理手数料(新島村園地)2月分 77,760

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 23,714

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 11,714

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 15,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 219,220

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 45,858

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 271,779

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地外 ２，３月分) 8,154

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務地外 3年目研修) 84,647

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務・福祉 近接地外 3月26日支給分) 37,056

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務・福祉 近接地外 3月26日支給分) 77,800
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務・福祉 近接地外 3月26日支給分) 6,419

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 旅費 特別旅費 普通旅費支出(総務・福祉 近接地外 3月26日支給分) 23,208

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務 近接地外 3月26日支給分) 219,368

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 22,460

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 28,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 37,864

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 13,030

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 30,194

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 50,025

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 108,602

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 43,900

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業 近接地外 平成30年1～3月分） 105,799

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 普通旅費支出（産業・環境 地外 平成30年1～3月分） 11,380

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(総務 近接地内 30年2月及び3月分) 2,720

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(環境 近接地内 30年2月及び3月分) 200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 普通旅費支出(環境 近接地内 30年2月及び3月分) 400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(環境 近接地内 30年2月及び3月分) 1,210

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(土木 近接地内 30年2月及び3月分) 400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 普通旅費支出(港湾 近接地内 30年2月及び3月分) 2,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

旅費 普通旅費 普通旅費支出(港湾 近接地内 30年2月及び3月分) 6,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 146,828

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 106,993

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 652,876

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 614,366

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,254

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 76,841

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 海のふるさと村清掃委託　２月分 2,070,356

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島港船客待合所昇降機保守点検業務委託(2月分) 156,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの接続ｻｰﾋﾞｽ契約-大島空港外2ヶ所-（2月分） 4,104

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：八重沢復旧治山工事 24,900,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 大型図面複写機の借入れ（神津島）の支払　2月分 30,975

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 土地賃借料の支出（大島支庁敷地）　2月分 269,365

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 部分払3回目：道路清掃委託（その５） 2,441,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島公園ダイオキシン類測定委託 540,000
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 車両消毒装置の購入 496,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　総合溶岩流対策事業 6,736,187

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外2点の購入 137,484

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 常温合材の購入 194,832

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 アクリルパーツ外４点の購入 606,312

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 完了払：動物病院医療廃棄物の運搬及び廃棄 22,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：動物病院医療廃棄物の運搬及び廃棄 13,125

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)産業課の支払(2月分) 43,740

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島空港消防　2月分 27,473

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(総務)2月分 27,995

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(産業)2月分 26,265

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)カラー産業課(2月分) 59,265

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)カラー　新島(2月分) 93,253

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(土木)2月分 26,376

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(土木)2月分 20,120

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(土木)2月分 59,910

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(土木)2月分 7,158

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 大型図面複写機の保守及び消耗品供給の支払(2月分) 5,670

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(港湾)2月分 38,188

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ガソリン外1点の購入(単価契約)大島支庁(空港)2月分 17,280

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)新島出張所(2月分) 11,964

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)新島出張所(2月分) 19,140

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)新島出張所(2月分) 5,011

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)神津島出張所（総務）2月分 12,407

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)神津島出張所（土木）2月分 24,814

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)神津島出張所（港湾）2月分 8,726

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 926,275

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,833

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　空調設備点検清掃委託（大島支庁）2月分 210,060

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度　昇降機保守点検委託（大島支庁）2月分 95,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 電話交換機の借入れ　2月分 153,435

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 AEDの賃借に係る代金の支出　2月分 8,208

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 インターネットの接続　2月分 1,296

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島公園照明設備改修工事 11,861,160
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 東京都母子及び父子福祉資金の支出（修学資金） 460,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園動物臨床検査委託料の支出 11,394

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 大島支庁電話料の支出（増設分）2月分 13,008

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 大島支庁電話料の支出（平成30年3月分) 92,305

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 車両の廃棄に伴う必要経費の支出（品川47に3624） 9,936

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費
負担金補助及交付
金

車両の廃棄に伴う必要経費の支出（品川47に3624） 2,510

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 完了払：路肩改良工事に伴う測量及び設計（新島） 2,656,720

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 完了払：路肩改良工事に伴う測量及び設計（新島） 1,529,280

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 完了払：歩道設置工事に伴う測量及び設計(野増) 4,472,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 完了払：歩道設置工事に伴う測量及び設計(野増) 5,808,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：佐久川1号砂防堰堤に伴う補足用地測量 1,594,560

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 神津島空港　受水槽薬液注入ポンプ修繕 295,920

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 高圧用ゴム手袋　外10点の購入 273,964

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ごみ処理手数料の支出（1～3月分） 54,918

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 完了払：河川等維持工事（単価契約）-神津-（その2） 960,784

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 完了払：河川等維持工事（単価契約）-神津-（その2） 991,980

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 29年度海岸漂着物対策事業に係る経費の支払（新島村） 2,339,235

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 29年度海岸漂着物対策事業に係る経費の支払（新島村） 1,002,529

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 チラシ配布にかかる手数料の支出 30,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 産業廃棄物処分に伴う必要経費の支出 700

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 神津島空港産業廃棄物収集運搬（海送） 38,278

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 東京都母子及び父子福祉資金の支出（修学資金） 480,830

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)神津島　2月分 83,918

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)土木課　2月分 41,580

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 車両取得に伴う必要経費の支出（乗合バスの購入） 16,220

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 車両取得に伴う必要経費の支出（乗合バスの購入） 24,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 177

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 完了払：道路施設定期点検調査委託（29大の1） 8,632,440

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支出（支障物件移設） 4,779,100

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 軽四輪貨物自動車の車検整備（品川480け2009） 47,898

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)大島　2月分 71,570

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入（総務）2月分 15,649

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入（福祉）2月分 15,649

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 車検整備及びナンバープレート装着（品川301め7467） 179,593
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 車検整備及びナンバープレート装着（品川301め7467） 15,850

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 小型四輪乗用自動車の車検整備（品川301る3348） 115,059

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 原材料費 砥石の購入 233,280

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 原材料費 大型土嚢の購入 95,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 林道情報板外1品目の購入 173,016

総務局 大島支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 郵券の購入 90,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 歩道設置工事に伴う補足設計(29三-古澪)の支出(完了) 1,749,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 阿古復旧治山工事（完了払金）の支出 33,932,280

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(2月分追給) 17,210

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(1月分家賃) 15,900

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ代) 9,480

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ代) 19,370

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費業者払) 12,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費業者払) 18,470

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(家財処分料業者払) 494,825

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 平成29年度　電話料の支出（レスナビ端末）1月分 7,562

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路橋梁測量調査委託（その２）（単価契約）の支出 394,718

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 平成29年度電話料の支出について（１月分） 52,806

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 カラーレーザープリンターの買入れ 432,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ代) 16,146

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(3月分定例払口座2-①) 891,479

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 15,022

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,978

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 21,210

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(3月分定例払口座1-①) 752,539

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 21,453

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(3月分口座定例払2-②) 995,016

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(3月分定例払口座1-②) 763,381

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 筑穴ヶ沢砂防工事(流路)に伴う補足設計の支出(完了) 2,484,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 通信端末設備（構内電話設備）の借入れ 144,072

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 不用品(小型貨物自動車)の廃棄処分(電子調達) 25,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 普通乗用自動車（品川301と7400）の廃棄処理委託 25,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 34,617

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 25,367
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,887

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度島しょ漁業振興施設整備事業費補助金の支出 9,034,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 47,480

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(緊急保護費3月分) 25,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンターの借入れ(２月分) 4,950

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンターの借入れ(２月分) 495

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ネットワークプリンターの借入れ(２月分) 495

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費（役務費） 4,290

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費（一般需用費） 42,461

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 17,455

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 11,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 32,016

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 6,748

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（一般需用費３月分） 20,146

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（役務費３月分） 432

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件の支出（3月分） 98,804

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 34,840

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度三宅支庁舎昇降機保守点検業務委託 129,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 三宅支庁舎自家用電気工作物定期点検保守委託 40,224

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度御蔵島港管理業務委託にかかる支出 390,627

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 用地費支出（河川事業・とんび沢流路・０１） 116,802

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（１月分） 400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 19,303

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(2月分追給) 16,385

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 13,614

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 11,932

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(概算契約)代金の支出(御蔵島2月分) 1,397

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約[産業課](単価契約)(2月分) 79,656

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度三宅支庁舎警備業務委託 675,247

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度漁港便所清掃委託の支出 77,544

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度阿古漁港船客待合所昇降機保守点検業務委託 129,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 三宅島空港外1か所自家用電気工作物定期点検保守委託 69,660

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 墜落防止装置の買入れ 118,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,240
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 郵券の購入について 28,350

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 郵券の購入について 22,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(三宅島)(単価契約)２月分 145,788

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（御蔵島）（概算契約）2月分 16,038

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリン及び軽油の買入れ（単価契約）2月分 159,033

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 三宅島空港外1か所航空灯火等保守点検委託2(単価契約) 16,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度三宅島空港暫定ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ清掃委託の支出 170,812

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度三宅支庁舎清掃委託 738,447

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 1,100

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 23,063

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 11,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 11,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,034

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 24,053

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 34,247

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 1,100

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 生活保護措置費の支払事務委託費の支出(３月分) 940

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 保護施設入所者に係る生活保護措置費の支出(3月分) 425,052

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,540

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 58,426

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 9,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 24,053

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 46,326

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 32,467

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 11,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 24,053

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 76,280

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 32,650

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 34,840

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 卯辰川復旧治山工事(完了払金)の支出 31,703,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度浄化槽保守点検業務委託(11月分) 58,622

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 平成29年度浄化槽保守点検業務委託(11月分) 61,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度浄化槽保守点検業務委託(12月分) 75,699

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 三池林地荒廃復旧工事 11,620,800
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都森林病害虫等防除事業補助金の支出 200,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都森林病害虫等防除事業補助金の支出 1,286,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 備品購入費 軽貨物自動車の買入れ 1,582,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 軽貨物自動車の買入れ 8,060

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 公課費 軽貨物自動車の買入れ 6,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 36,153

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 50,904

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 1,100

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 25,300

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,174

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,240

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 24,053

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 9,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 21,317

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 少額支払案件に係る前渡金(３月分)土木費(役務費通信 81,110

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度船客待合所清掃委託（単価契約）に係る支出 178,634

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(単価契約)代金の支出(2月分） 17,202

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(単価契約)代金の支出(2月分） 8,418

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(単価契約)代金の支出(2月分） 13,176

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ（御蔵島）（単価契約）2月分 2,120

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ(教職員御蔵住宅)(単価契約)2月分 5,440

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 34,297

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路橋梁事業用地維持工事(その2)(単価契約)の支出 16,301

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路橋梁事業用地管理委託（単価契約）の支出 31,212

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度燃料ガスの買入れ（単価契約）２月分 6,936

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（単価契約）１～３月分（２月分） 30,744

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 182

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 392,790

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,334

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 68,594

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 12,330

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 30,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 20,550

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 60,000
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 2,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 用品の請求（その22） 3,550

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 庁有車（品川580き1086）軽乗用自動車の継続検査 139,880

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川580き1086）軽乗用自動車の継続検査 7,940

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川580き1086）軽乗用自動車の継続検査 6,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 ビジネスバッグ及びＰＣケースの買入れ 13,071

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 74,177

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(2月分追給) 4,760

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 平成29年度被保護者自立促進事業経費の支出について 74,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 支障物件に係る移設工事費の支出 640,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 93,107

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（２月分） 800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度東京都三宅島空港消防業務委託に係る支出 2,237,085

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御蔵島東京都自然ガイド講習実施業務委託(完了払金) 3,526,803

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 14,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費) 420

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 31,796

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 郵券の買入れについて 600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 34,380

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 23,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 23,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 2,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 23,207

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 郵券の購入について 22,070

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 777

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 191,654

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,513

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 産業廃棄物の収集・運搬委託（島内） 108,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 27,216

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（シアン）外17件の買入れ 238,308

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（シアン）外17件の買入れ 9,180

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 プリンタートナー(シアン)外１６点の買入れ 746,820

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 13,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 12,100
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,344

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,240

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 34,906

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,240

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 35,856

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 23,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,406

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費) 15,540

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 31,940

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 11,891

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（２９三宅）の支出 1,605,399

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度三宅島港湾空港施設点検等巡回業務委託 2,349,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路肩改良工事（２９三－御蔵）の支出（完了払） 18,021,840

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 需用費 一般需用費 「自立相談支援事業周知チラシ」の印刷 37,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 御蔵島道路維持工事（単価契約）の支出 3,772,932

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 物件調査等（西川西支川外１箇所）完了払 4,895,340

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダーの買入れ 187,920

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 平成29年度海岸漂着物事業に係る経費の支出について 11,101,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度海岸漂着物事業に係る経費の支出について 4,757,864

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 124,570

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 69,812

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 12,118

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 121,735

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,962

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,174

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 654,370

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(住宅維持費業者払) 9,288

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 36,153

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 13,064

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 12,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,129

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 平成29年度 産業課ＯＡ室プロバイダ料金の支出(2月分) 1,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 職員住宅クロス張替修繕 219,240

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地売買契約（河川事業・とんび沢流路・０２） 178,026
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 平成30年度東京都三宅支庁産業医の傷害保険料の支出 39,782

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について（平成30年２月分） 1,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について（平成30年２月分） 800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について（平成30年２月分） 400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ストップ遊休農地再生事業費補助金の支出 530,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ストップ遊休農地再生事業費補助金の支出 891,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(御蔵島)(単価契約)２月分 24,300

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 御蔵島道路維持委託（単価契約）その４の支出 436,432

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 47,480

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,349

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度浄化槽保守点検清掃委託（御蔵島） 27,527

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度普通特殊自動車定期点検（品川800は1486） 25,920

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度普通特殊自動車定期点検（品川800-は1025） 43,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 歩道設置工事に伴う用地補足測量（29三－古澪） 928,800

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　水道料の支出（２月分） 13,003

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料の支出（三宅島港湾施設等）2月分 39,798

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費業者払) 4,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（２月分） 400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（２月分） 400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 平成29年度　水道料の支出（公園施設等）2月分 28,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 平成29年度　水道料の支出（公園施設等）2月分 6,696

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 三宅島安全施設事業用地管理委託（単価契約）の支出 974,808

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 郵券の買入れについて 63,750

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 東京都教職員住宅（西の沢住宅）の使用に係る共益費 6,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料の支出（御蔵西の沢住宅）2月分 360

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料の支出（御蔵島）2月分 920

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 16,540

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路橋梁測量調査委託（単価契約）の支出 564,624

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 御蔵島河川海岸事業用地維持工事（単価契約）の支出 22,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 三宅支庁内事業系一般廃棄物回収運搬請負（２月分） 59,400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(入学準備金・教材費) 79,234

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費業者払) 7,790

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 22,640

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（概算払） 35,122
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費業者払) 12,440

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(医療移送費) 1,020

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ代) 16,524

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(教材費) 2,303

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 71,220

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出(概算払) 23,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（追給分・確定払） 5,330

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（追給分・確定払） 60

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 115,009

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,273

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 360,248

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 1,100

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 22,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 11,953

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 インターネットの契約(西の沢住宅・プロバイダ)2月分 2,214

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 インターネットの契約（御蔵島・プロバイダ）2月分 1,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 インターネットの契約（三宅島・プロバイダ）2月分 1,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度御蔵島港照明設備保守委託（単価契約） 43,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,147

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 歩道設置工事に伴う修正設計(29三－古澪)の支出(完了) 4,180,680

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 山地災害危険地区情報提供システムデータ管理委託 972,400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 雄山環状線測量設計委託（完了払金）の支出 2,754,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 進入角指示灯補用品の買入れ 972,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度御蔵島港ハンドホール蓋復旧緊急工事 194,400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 三宅島街路灯維持委託（単価契約）の支出 1,242,700

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 庁有車（ペーローダー三宅村こ55）の修繕 63,396

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(教育扶助3月代理納付) 4,700

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(住宅扶助3月代理納付) 265,500

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 職員住宅つわぶき荘Ｄ棟１号室浴室床タイル張替修繕 140,400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ・医療移送費) 5,322

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 平成29年度三宅支庁内事業系一般廃棄物処理手数料2月 8,694

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 報償費 平成２９年港湾調査に係る報償費の支出 49,608

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(介護保険料代理納付) 6,650

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(文書料業者払) 1,500
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(4月定例払送金分) 240,408

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成29年度「三宅支庁産業医」報償費の支出（２月分） 54,004

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度浄化槽保守点検清掃委託(阿古船待外10箇所) 132,473

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 不用品(大型特殊自動車)の廃棄処分(電子調達) 204,180

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港-7.5Ｍ岸壁災害復旧緊急工事 2,667,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 立根人道橋撤去工事(29三宅の2)その2の支出(前払金) 9,200,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 平成29年度御蔵島林道維持工事(単価契約)代金の支出 4,683,713

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路橋梁測量調査委託（その２）（単価契約）の支出 371,757

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 23,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 グレーチングの買入れ 79,272

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 報償費 民生委員・児童委員の活動費の支出について(3月分) 134,400

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 安全施設測量調査委託（その２）（単価契約）の支出 998,740

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 15,335

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 19,240

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 24,053

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 69,306

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 29,199

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 44,906

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（確定払）について 21,490

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 こん沢林道改良工事 32,607,431

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 垂戸保安林測量設計委託 3,684,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地売買契約　都道216号線（大賀郷1期）道路整備事業 2,447,015

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 職員住宅ベランダ隔壁取替他3件修繕 268,704

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 法規集追録購入 20,455

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 追録購入 12,212

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 普通四輪貨物自動車車検整備（品川１００さ７７０２） 13,410

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 普通四輪貨物自動車車検整備（品川１００さ７７０２） 34,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 平成30年3月分生活保護費（事務所払）の支出 868,620

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 平成30年3月分生活保護費（口座払）の支出 10,019,597

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 ３月分 東京出張旅費 71,804

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 184,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 普通四輪貨物自動車車検整備（品川１００さ７７０２） 176,632

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 報償費 港湾調査員報償費の支給に係る前渡金の請求及び精算 82,680

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（追給払）の支出 207,897
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 平成30年3月分生活保護費（学校給食費代理納付） 10,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 富士環状林道測量設計委託 1,668,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 複合機の賃借 56,160

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 複合機の賃借 56,160

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 ３月分八丈島出張旅費の支出 65,734

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 講師謝礼金の支出に係る前渡金の請求及び精算 23,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 ２月分東京出張旅費 20,701

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 郵便切手購入に要する経費の支出（福祉保健費） 16,858

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁自家用電気工作物定期点検保守委託 31,860

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 電話交換機等の借入れ 169,538

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 3月分三宅島出張旅費の支出 41,540

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分東京三宅島旅費の支出 41,540

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 ３月分 青ケ島出張旅費 35,040

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 レンタカー借り上げに伴う資金前渡の請求及び精算 5,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び道路維持工(その2)支払い(11月分） 12,830

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び道路維持工(その2)支払い(11月分） 162,864

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯維持工事及び保守委託単契(その1)（１月分） 245,197

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神湊港船客待合所自家用電気工作物定期点検保守委託 25,920

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神湊港船客待合所昇降機定期保守点検委託の支出 54,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 使用料及賃借料 植木の借入れ 24,080

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 プリンター賃借代金の支出（２月分） 5,832

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 プリンター賃借代金の支出（２月分） 486

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 プリンター賃借代金の支出（２月分） 486

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園ほか便所等清掃委託（１月分） 316,900

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除設計(29八の2)青30下斜面支出（完了払） 7,086,120

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除設計(29八の2)青30下斜面支出（完了払） 1,843,600

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 134,305

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成29年度八丈支庁産業医に関する報償費の支出 54,004

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 報償費 平成30年2月分民生委員児童委員活動費の支出 229,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園電気工作物保守点検委託支払い（２月分） 24,840

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 「支庁の風」の印刷 80,970

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 AED（自動体外式除細動器）借入れ代金の支払 4,935

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 八丈支庁警備委託 575,316

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁外2箇所受水タンク清掃委託 629,856
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 平成29年度物件調査委託(単契)その3 1,809,115

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 旅費 普通旅費 3月分東京出張旅費の支出 15,337

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の請求（３月分水産費） 45,900

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の請求　環境費 42,060

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の請求　土木費 32,208

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の請求（３月分林産費） 88,236

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 レンタカー借上げに係る前渡金の請求　（常時の資金） 5,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 レンタカー借上げに係る前渡金の請求（常時の資金） 5,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 複数少額支払案件に係る前渡金の請求(3月農林災害費) 1,650

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成２９年度港湾施設海藻除去委託（単価契約） 943,488

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 海岸漂着物清掃委託(29八の１）単契支払い 512,676

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入代金の支出について 1,890

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入代金の支払 3,769

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 重油の購入代金の支払い 751,680

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,195

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園風力発電設備保守点検委託支払い(2月分） 37,260

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 化学消防自動車修繕(品川800は622) 869,626

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車車検整備(品川400ね656) 92,468

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 小型四輪貨物自動車車検整備(品川400ね656) 8,370

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 小型四輪貨物自動車車検整備(品川400ね656) 6,600

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 特種用途自動車車検整備（品川800せ2380） 73,103

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 特種用途自動車車検整備（品川800せ2380） 5,320

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 特種用途自動車車検整備（品川800せ2380） 16,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分東京研修旅費の支出 58,128

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ２月分東京出張及び旅費の支出 90,688

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 平成30年3月分生活保護費（随時支払用）の支出 322,491

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 庁有車清掃代金に係る前渡金の請求及び精算について 2,160

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出について 94,151

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支払 61,047

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 八重根港船客待合所外３件清掃委託 221,884

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 八重根港船客待合所外３件清掃委託 5,932

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 八丈支庁舎清掃委託 327,477

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁庁舎昇降機定期保守点検委託 83,160

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 八丈島港湾漁港施設巡回業務委託 62,640
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 支庁樹木剪定委託 5,940,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借代金の支出について 7,452

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借代金の支出について 13,500

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借代金の支出について 64,368

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 植木の借入れ 24,192

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 用地測量（28八－大賀郷２期）代金の支払い（完了払） 5,181,840

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁舎建物劣化度調査業務委託 2,948,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 ３月分 青ケ島出張旅費 35,260

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡の請求及び精算 8,500

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡の請求及び精算 2,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡の請求及び精算 10,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡の請求及び精算 4,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡の請求及び精算 2,980

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の請求及び精算 100,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費の支出 27,301

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ２月分東京出張旅費の支出 15,201

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分・一需） 94,530

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月分・役務費) 5,832

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 光熱水費 軽油購入（単価契約） 10,230

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 軽油購入（単価契約） 24,420

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 26,999

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 検診料・文書料の支出 9,720

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 検診料・文書料の支出 3,240

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 治療材料費（装具）の支出 26,147

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 ３月分青ヶ島出張旅費 52,780

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 53,502

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 333,874

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 青ヶ島港湾管理業務委託 387,500

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 八丈島空港消防業務委託 8,209,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 八丈島空港管理運営業務 12,773,339

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 複合機の賃借 56,160

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成２９年度八重根港船客待合所補修及びその他工事 378,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 八丈支庁車庫改修工事 1,530,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度神湊港臨港道路排水施設補修及びその他工事 2,900,000

58 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分青ヶ島出張旅費の支出 46,360

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 職員住宅の電気料金支出について（２月分） 39,450

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支出 82,946

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入代金の支出について(1-3月分) 16,470

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）契約代金の支出 5,307

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）契約代金の支出 5,490

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）契約代金の支出 12,444

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入代金の支出について(1-3月分) 7,869

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約） 80,337

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ガソリン購入 4,392

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支払 26,069

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支払 23,611

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支払 64,613

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）代金の支払 79,899

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 傭船(単価契約)代金の支出（２月分） 52,920

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約） 16,287

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約） 16,470

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約） 1,464

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約） 10,980

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 3月分東京出張旅費の支出 31,308

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 ３月分東京研修出張旅費 38,762

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び道路維持工(その2)支払い 87,123

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁消防用設備保守点検委託 416,664

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成２９年度神湊漁港日除け施設補修工事 2,374,920

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分東京研修旅費の支出 58,128

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ３月分東京研修旅費の支出 67,808

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（追給払）の支出 415,650

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 庁有車清掃代金に係る前渡金の請求及び精算について 2,808

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（その３）単契支払い 953,758

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工(その3)単契支払い（２月分） 815,659

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 軽四輪貨物自動車廃車登録手数料の支出 11,880

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,610

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,595,612

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 杉の沢砂防工事に伴う用地測量の支払い（完了払） 5,136,000
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花卉園芸新聞購読 4,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 雑誌（積算資料外１件）の購入 25,300

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 雑誌（アクアネット）購読 9,960

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 雑誌（現代林業）の購読 2,925

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ火災報知設備外２件点検委託支払･第2回 110,592

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 鴨川護岸改修工事支払い（完了払） 3,810,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29八の４）支払い（完了払） 29,503,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 公有財産購入費 土地売買契約　大里一ノ沢砂防事業 34,678,401

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外３件の購入について 109,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外３件の購入について 31,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 3月分東京出張旅費の支出 18,830

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 3月分東京出張旅費の支出 8,471

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 普通旅費 ３月分 東京出張旅費 16,301

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 ６月分東京出張旅費の支出（追給） 2,500

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 レンタカーの借上げに係る前渡金の請求及び精算 5,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 ３月分青ヶ島出張旅費 17,520

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 ３月分青ヶ島出張旅費 17,520

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 ３月分青ヶ島出張旅費 17,520

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 建築基準法第18条第16項の工事完了通知手数料 11,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 備品購入費 耐火金庫の購入 383,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度物件調査委託(単契)その５支払い 654,046

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 八丈支庁舎チラー部品取替工事 1,166,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 気象観測装置の電気料金の費用負担について（三原小） 9,966

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌（農耕と園芸）購読 6,480

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園園路広場清掃委託の支払い（２月分） 695,520

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園ほか便所等清掃委託支払い（２月分） 374,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29八の３）支払い（完了払） 53,234,320

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 望遠レンズ外５点の購入 124,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 ドラムユニットの購入 13,500

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 普通乗用自動車車検整備（品川501そ4231） 75,446

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 港湾・漁港施設電気料の支払いについて 434,482

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 15,201

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 普通乗用自動車車検整備（品川501そ4231） 8,750

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 普通乗用自動車車検整備（品川501そ4231） 34,200
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 三原林道改良工事 10,464,571

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 三原林道測量設計委託 4,212,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 歩道設置工事（29八-１東畑）支払い（完了払） 12,948,080

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 歩道設置工事（29八-１東畑）支払い（完了払） 3,058,560

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出（追及） 24,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）の支払 46,830

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 郵便切手購入に要する経費の支出（福祉保健費） 21,132

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,971

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園電気工作物保守点検委託 24,840

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 3月分東京出張旅費の支出 41,402

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 41,402

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 一般廃棄物処理手数料の支払いについて 13,010

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路緑地保護管理委託その2(単契)支払い（３月分） 412,279

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園維持管理委託（単契）の支払（３月分） 113,767

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 急傾斜地崩壊防止施設健全度調査(29八-1)（完了払） 37,270,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 軽四輪貨物自動車車検整備（品川４１く５２５） 102,047

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 軽四輪貨物自動車車検整備（品川４１く５２５） 7,940

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 軽四輪貨物自動車車検整備（品川４１く５２５） 8,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車他１台修繕(品川400ぬ3468他） 81,972

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車他１台修繕(品川400ぬ3468他） 39,247

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 化学消防自動車修繕(品川800は1341) 230,040

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 29物件調査委託（単契）その４支払い 3,061,028

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 土地賃借使用料の支出に伴う資金前渡について 122,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 八丈植物公園ほか維持工事（単契）支払い（３月分） 1,747,386

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の請求及び精算 50,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ストップ遊休農地再生事業費補助金 528,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 のりパネル外5件の購入 15,992

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 のりパネル外5件の購入 13,512

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 のりパネル外5件の購入 15,396

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 神湊港日除け施設計画通知手数料の支払い 14,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大の川橋補修設計（29八の１）支払い（完了払） 234,710

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大の川橋補修設計（29八の１）支払い（完了払） 5,219,690

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大賀郷園地基本設計及び実施設計（完了払） 2,635,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 ３月分 東京出張旅費 15,083
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 港湾・漁港施設水道料の支払いについて 15,546

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 港湾・漁港施設水道料の支払いについて 1,436

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支払（水防倉庫・底土交通広場外１件 723

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 水道料金の支払（水防倉庫・底土交通広場外１件 1,047

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 水道料金の支払（八丈植物公園外４件） 58,269

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支出について 23,576

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の支払 7,562

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成２９年度浄化槽点検清掃委託 216,800

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成２９年度浄化槽点検清掃委託 107,120

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌（養牛の友）購読 9,258

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成２９年度バイオトイレ保守点検委託 249,880

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面補修工事に伴う詳細設計(29八の１）（完了払） 2,991,720

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 保護具の購入 406,266

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈植物公園遊器具保守点検委託（完了払） 628,560

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 草刈機の購入 673,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 平成２８年環境学習活動報告書の印刷 140,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 原材料費 提名板の購入 50,760

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 法規集追録購入 30,968

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 法規集追録購入 20,282

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 電話料金の支払いに係る資金前渡について 75,855

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（医療扶助）の支出 6,264

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（医療扶助）の支出 7,668

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 測量業務委託代金の支払（２月分） 361,630

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,328

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 660,861

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 青ヶ島港新船客待合所清掃その他委託 57,511

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 雑誌（港湾）購入 12,960

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 中浦保安林緊急改良工事 17,000,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29八の1)照明設備改修 12,636,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 富士環状林道草刈作業委託 1,208,335

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成２９年度神湊漁港４号船揚場付属物設置及びその他 304,051

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成２９年度神湊漁港４号船揚場付属物設置及びその他 304,051

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成２９年度神湊漁港４号船揚場付属物設置及びその他 635,898

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 30,402
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総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域特産化の推進費補助金の支出 3,827,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域特産化の推進費補助金の支出 2,345,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持工（その２）単契の支払い（３月分） 2,556,559

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 5月分東京研修旅費の支出 51,242

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 6月分東京出張旅費の支出 44,202

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 7月分東京出張旅費の支出 44,402

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 8月分及び9月分東京研修旅費の支出 71,384

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 ３月分東京出張旅費 56,249

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 平成29年度森林計画に係るインターネット接続代金支出 1,296

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 アンカー健全度詳細調査委託(29八-1) 50,657,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 防護柵設置工事（29八-1) 28,230,120

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（道路情報表示装置補修） 2,907,900

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成２９年度神湊港船揚場しゅんせつ工事（その３） 1,114,400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成29年度八丈支庁産業医に関する報償費の支出 54,004

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の支払 7,561

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 ３月分 八丈島周辺海域出張旅費 770

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 平成29年度母島農道9号線樹木伐採工事 5,649,480

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事 6,308,158

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事 3,209,922

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事 8,430,520

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 平成２９年度  母島農道１号線枯損木等伐採委託 13,284,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 チェンソー外６点の購入 75,416

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 庁有車（品川４００は２９１０）の車検・整備 139,469

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川４００は２９１０）の車検・整備 8,370

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川４００は２９１０）の車検・整備 5,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 耕運ロータ外１９点の購入 285,204

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 庁有車（品川４８０く６１８１）の車検・整備 127,745

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川４８０く６１８１）の車検・整備 7,940

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川４８０く６１８１）の車検・整備 6,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 庁有車（品川４００は３００９）の車検・整備 206,226

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川４００は３００９）の車検・整備 8,370

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川４００は３００９）の車検・整備 12,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原住宅補修工事（単価契約）その３ 2,129,328

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 29年度農業基盤施設清掃委託(母島:単契)に係る支払 1,986,234
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 家畜の海上運搬 89,566

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 産業課共有ｻｰﾊﾞｰ廃棄に係る証明書発行費用に係る資金 8,964

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 二見港船客待合所及びははじま丸休憩所清掃委託 182,120

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 沖港船客待合所及び公衆便所清掃委託 81,614

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 大判プリンタ用消耗品の購入について 101,844

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(被服費・おむつ)の支出 19,900

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について(2月10日便)(その12) 110,460

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 イリジウムサービス利用料金の資金前渡および精算 5,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 イリジウムサービス利用料金の資金前渡および精算 10,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 H29ファクシミリの借入れ（総務課・母島出張所）2月分 44,884

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原支庁父島職員食堂運営委託（2月分） 917,100

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 備品購入費 非医療従事者向け自動除細動器（AED）の購入 507,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 凍結精液の購入 56,160

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 充電式ハンディクリーナーセット外24点の購入 294,440

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 東京都レンジャーの作業道具等の購入について 158,760

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話料金の継続支払（1月分） 7,562

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの継続支払（２月分） 90,872

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原支庁母島職員食堂運営委託（2月分） 866,700

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成２９年度海岸漂着物等の回収・処理に係る経費 1,227,963

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 平成２９年度海岸漂着物等の回収・処理に係る経費 1,849,789

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 兵営２９年度二見漁港他１か所海域環境調査委託 2,419,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 兵営２９年度二見漁港他１か所海域環境調査委託 2,419,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

小笠原諸島生活物資輸送費補助金の支出（第３四半期） 12,200,553

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 気象観測装置保守点検（29母の１） 756,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 漁業取締看板及び普及啓発ステッカーの購入 129,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 漁業取締看板及び普及啓発ステッカーの購入 30,840

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支給（平成30年３月分） 940,687

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(資金前渡)の支出(平成30年３月分) 67,942

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンター等の借入れ・30年２月分 3,246

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンター等の借入れ・30年２月分 1,622

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ネットワークプリンター等の借入れ・30年２月分 1,622

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備（品川３０１る３８８３） 202,023

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 H29複写ｻｰﾋﾞｽ(総務課・母島出張所)の継続支払(2月分) 193,556

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車の車検整備（品川３０１る３８８３） 8,750
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車の車検整備（品川３０１る３８８３） 41,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 使用料及賃借料 病害虫防除調査に伴う傭船料の継続支払（父島） 237,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 使用料及賃借料 病害虫防除調査に伴う傭船料の継続支払（母島） 97,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払（水産センター） 94,440

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に関する継続支払（農業センター） 58,498

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 二見港及び二見漁港施設等補修工事（単価契約） 806,262

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 東京都レンジャー（父島）の監視に伴う傭船（単契） 162,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の継続支払（２月分） 7,660

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 母島管内施設補修作業その他委託（単価契約） 582,660

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 H29電話設備の賃借料の継続支払（2月分） 132,094

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 庁舎電気設備保守点検委託（2月分） 76,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 29年度長谷・大沢・玉川かんがい用施設保守点検2月払 54,900

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原住宅電気設備補修工事（単価契約） 358,668

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（介護扶助）の支出（平成30年１月分） 50,755

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 カラープリント代の経費の資金前渡及び精算について 3,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出（３月１４日便） 109,964

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出（２月２３日便・確定払） 34,430

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について(2月17日便)(その5) 89,660

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について(2月17日便)(その6) 158,348

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について（３月１４日便） 185,648

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出（３月１４日便） 50,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出（３月１４日便） 50,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出（３月１４日便） 110,626

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について（3/14便） 267,012

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出（追給）について（2/17便） 54

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（介護扶助）の支出（平成30年２月分） 52,560

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 水産センター庁舎等清掃委託の継続支払　２月分 49,377

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 使用料及賃借料 撮影機付き正立顕微鏡他１点の賃貸借契約 64,692

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫の購入 192,240

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 冷蔵庫の購入 43,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 備品購入費 タイムレコーダー外１点の購入 459,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外１点の購入 73,872

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 図書の購入について 74,831

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 とびうお公園トイレ漏水修理 25,650
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 自然公園の管理に伴う傭船（単価契約）継続契約 162,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 庁有車（品川302ぬ1328）の車検・整備 104,607

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川302ぬ1328）の車検・整備 8,750

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川302ぬ1328）の車検・整備 32,800

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 H29新聞・雑誌の購入代金の継続支払（2月分） 38,300

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原支庁舎警備業務委託（2月分） 764,262

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（医療扶助：移送費）の支出 23,740

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 介護扶助費の支出（２月診療所分） 1,510

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（介護扶助）の支出（平成30年２月分） 7,840

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月） 40,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 餌料外６点の購入に係る経費の資金前渡及び精算 130,605

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 船舶用軽油購入代金の継続支払い（父島）２月分 635,040

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 庁舎空調設備点検委託　2月分 52,920

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 庁舎清掃委託　2月分 785,964

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 道路補足設計（父－吹上谷の２） 6,093,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原支庁舎LED化照明設備改修工事実施設計業務委託 3,290,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 環境配慮監理委託（母－猪熊谷～長浜の６） 1,890,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 原材料費 シリンダー錠外3点の購入 246,780

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 傭船(3月15日)に係る経費の資金前渡及び精算 54,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成２９年度安全衛生管理（産業医）報酬の支出 54,004

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（単価契約）29母の２ 2,762,783

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（単価契約）29父の１ 3,083,968

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について（３月２０日便） 208,914

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 水産センター飼育業務委託料の継続支払　２月分 358,814

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 東京都レンジャーの装備品の購入について 217,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 デジタルノギス外１点の購入 32,518

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入（母島）の継続支払　２月分 7,030

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入（母島）の継続支払　２月分 12,253

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入（母島）の継続支払　２月分 4,017

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入（母島）の継続支払　２月分 17,453

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 燃料油の購入（父島）産業課　２月分 4,725

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油の購入（父島）産業課　２月分 9,450

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油の購入（父島）産業課　２月分 18,900

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 燃料油の購入（父島）産業課　２月分 24,192
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度産業医の現地活動費用の資金前渡(その４) 10,116

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成２９年度産業医の現地活動費用の資金前渡(その４) 100,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（母島）2月分 18,581

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（母島）2月分 10,044

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（父島）2月分 30,757

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（父島）2月分 8,127

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（父島）2月分 9,450

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入代金の継続支払（父島）2月分 5,481

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 燃料油等の購入（父島）の支払い（総務課2月分） 5,292

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 燃料油（母島）の支払い（総務課2月分） 11,852

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(住宅扶助)支出(平成30年３月) 134,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 検診命令による医療扶助の支出 5,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 役務費 検診命令による医療扶助の支出 324

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約代金の継続支払 57,014

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約代金の継続支払 10,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約代金の継続支払 10,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 事務用複写サービスに関する契約代金の継続支払 26,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 事務用複写サービスに関する契約代金の継続支払 37,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 需用費 一般需用費 事務用複写サービスに関する契約代金の継続支払 27,545

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 事務用複写サービスに関する契約代金の継続支払 20,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機用複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約代金の継続支払 287,437

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機用複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約代金の継続支払 60,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機用複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約代金の継続支払 25,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機用複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約代金の継続支払 45,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機用複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約代金の継続支払 35,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費（生活扶助：移送費）の支給 33,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 水セ･農セ電気設備点検保守業務委託の継続支払 ２月分 30,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 水セ･農セ電気設備点検保守業務委託の継続支払 ２月分 24,300

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 平成29年度版管内概要及び管内行財政資料の印刷 502,740

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 用品の購入 31,055

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 用品の購入 6,545

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 用品の購入 30,241

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 用品の購入 49,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 用品の購入 15,623
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 傭船(3月20日)に係る経費の資金前渡及び精算 54,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 需用費 一般需用費 雑誌の年間購入代金の継続支払 33,130

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌の年間購入代金の継続支払 28,510

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 雑誌の年間購入代金の継続支払 5,340

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌の年間購入代金の継続支払 7,220

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌の年間購入代金の継続支払 1,170

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払（産業課） ２月分 106,210

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払（産業課） ２月分 30,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払（産業課） ２月分 20,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,273

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,848

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,751

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,371

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,512

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,815

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,928

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,137

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,726

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,307

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 91,716

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 備品購入費 小型船舶の購入 6,642,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 小型船舶の購入 33,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（29母の１）長浜 13,878,520

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 H29小笠原水産ｾﾝﾀｰ飼育観察棟その他空調機取替工事 6,318,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 営農研修所産業廃棄物収集荷姿形成及び運搬委託 61,560

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 営農研修所産業廃棄物収集荷姿形成及び運搬委託 82,944

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 清瀬職住外部物置扉交換 195,480

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 清瀬職住１号棟隔て板交換 170,640

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 清瀬職住3号棟網戸等修繕 129,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成２９年度二見港港湾道路改修工事 12,142,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 型枠外２点の購入 76,626

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 洗濯機の購入 46,224

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 手ぬぐいの購入 98,496

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕に係る経費の資金前渡及び精算について 30,240
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路除草委託（単価契約）29父の１ 1,623,807

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 需用費 一般需用費 庁有車（品川400ぬ5186）の車検・整備 282,134

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 庁有車（品川400ぬ5186）の車検・整備 8,370

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 公課費 庁有車（品川400ぬ5186）の車検・整備 20,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 テント外2点の購入 101,109

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 テント外2点の購入 58,644

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 18,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 1,150

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 12,080

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 15,950

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 9,040

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 2,710

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 新聞・雑誌の購入（概算契約）産業課　２月分 6,300

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除設計（29父の１） 11,223,360

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 道路詳細修正設計（母－猪熊谷～長浜の９） 4,248,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 地質調査(父－吹上谷の３)及び道路施設整備に伴う地質 5,189,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 地質調査(父－吹上谷の３)及び道路施設整備に伴う地質 3,170,880

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（29母の1） 3,996,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原清瀬アパート２号棟浴室改修工事 33,568,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 委託料 大神山公園林床管理作業委託 4,374,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 小笠原ビジターセンター電気設備改修工事 5,664,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度　南島外来種対策調査委託 1,202,040

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 民生・児童委員活動費及び民生委員協議会費の支出 1,440

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 報償費 民生・児童委員活動費及び民生委員協議会費の支出 145,200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 民生・児童委員活動費及び民生委員協議会費の支出 10,110

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 36,380

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 23,740

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 後納郵便料金（２月分）の支出 2,494

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（２月分） 47,680

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（２月分） 6,320

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（２月分） 6,320

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託（単価契約）29母の１ 1,634,657

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 41,770

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 85,560
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 40,340

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 山岳道路斜面特別点検調査委託（29小笠原） 15,120,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 第四・第五トンネル長寿命化詳細設計 14,298,225

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 第四・第五トンネル長寿命化詳細設計 4,973,295

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 48,095

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 45,610

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 86,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 特別旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 200

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 830

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 1,540

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 36,410

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管内出張旅費の支出（２月分） 17,420

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の支出について(２月１７日便)(確定払) 111,421

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植栽維持委託（単価契約）29母の２ 1,573,410

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 133,040

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 43,470

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 17,420

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 所管区域内旅費の支出について（2月分） 30,060

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 後納郵便料金の支払いおよび清算について（2月分） 8,611

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 後納郵便料金の支払いおよび清算について（2月分） 1,380

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 790

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 11,240

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 3,080

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 3,467

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 595

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 4,682

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 後納郵便料金（2月分）の支払に係る経費の資金前渡 1,770

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 平成２９年度２月分の後納郵便料金の支払 21,910

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 所管区域外旅費の精算及び追給について（３月２日便） 21,700

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 村民説明会開催案内の印刷及び配布委託 85,752

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 普及啓発パンフレットの一部改訂・増刷 356,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 清瀬職住4号棟アスベスト調査委託 972,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 487,487

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 414,431
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 411,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,327

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 42,358

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 446,466

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 156,348

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,676

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,172

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 888

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 プロペラ保護亜鉛外５２点の購入 437,918

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 水温計外４２点の購入 487,109

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 記念品の購入 280,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 収納棚外１点の購入 278,640

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 海岸漂着物清掃委託（単価契約）29父の１ 3,567,888

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費
負担金補助及交付
金

平成２９年度硫黄島関連漁業対策事業費補助金の支出 19,490,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 植込等除草委託 177,843

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原支庁倒木処理委託 169,776

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 H29年度労働者派遣(自然環境保全業務)(単価契約)2月分 693,630

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 二見港船客待合所及びその他消防設備点検委託 64,800

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 備品購入費 DC-ACインバーターの購入 432,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 平成29年度小笠原支庁作業環境測定委託 294,840

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 庁有車の特定自主検査 38,880

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 備品購入費 液体窒素容器の購入 242,028

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 原材料費 直交クランプ外１点の購入 94,500

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 保存パック外６点の購入 67,176

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 動力噴霧器の購入 206,712

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 傭船(3月28日)に係る経費の資金前渡及び精算 54,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入の支払い（3月分） 75,330

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 自然公園便所汲み取り作業（単価契約） 59,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス（３月分）の支払いについて〔産業課分〕 3,472

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス（３月分）の支払いについて〔産業課分〕 10,562

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス（３月分）の支払いについて〔産業課分〕 4,261

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス（３月分）の支払いについて〔産業課分〕 1,350

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス（３月分）の支払いについて〔産業課分〕 6,367

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 沖港脇浜なぎさ公園及びその他清掃委託（単価契約） 415,681
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 港湾・漁港照明設備保守管理委託（単価契約） 346,906

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 アルゴス発信機に関わる照度センサ位置補正処理委託 213,840

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 海域施設改修工事 752,760

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 有機肥料外４点の購入 56,396

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 地図外８点の購入 122,580

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支払について 3,456

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 液体窒素の購入 15,487

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 殺鼠剤の購入（その２） 58,715

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 殺鼠剤の購入（その２） 758,575

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度小笠原漁業振興施設整備事業費補助金の支出 125,540,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 清瀬職員住宅の清掃に係る資金前渡及び精算について 99,360

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ｲﾘｼﾞｳﾑﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ通信料（２月分）の資金前渡及び精算 9,896

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 父島管内施設補修作業その他委託（単価契約） 628,657

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 清瀬職住4-104給湯器修繕 297,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 小笠原住宅消防設備及び緊急通報システム保守点検委託 450,360

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（単価契約）29父の１ 268,509

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 ピンバッジの購入 206,280

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入に係る経費の資金前渡及び精算 810

財務局 経理部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 59,123

財務局 経理部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河18】） 480

財務局 経理部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 平成29年第二回臨時会に要する経費について② 24,800

財務局 経理部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 財務局庁有乗用自動車運行管理業務委託（30年1月分） 10,063,440

財務局 経理部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 財務局庁有乗用自動車運行管理委託立替金(30年1月分) 294,340

財務局 経理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（経理部）２月分 43,180

財務局 経理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 東京都公報特定調達公告版の製本（平成28年度分） 29,160

財務局 経理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河18】） 47,712

財務局 経理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河4】） 83,622

財務局 経理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 報償費 平成29年度発注者ヒアリング開催に伴う委員への報償費 63,390

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成27年度その２）30年2月分 97,200

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成25年度その１）の支払い 61,215

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成29年度その１）30年2月分 118,800

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成29年度その３）30年2月分 302,832

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成29年度その4)30年2月分 37,908

財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 読書灯の交換 58,320
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財務局 経理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河11,29河 41,512

財務局 経理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 サーバ（経理部）の借入れに伴う支払（長期継続契約） 34,776

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成25年度 その３）30年2月分 267,120

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成26年度 その３）30年2月分 420,012

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成29年度 その２）30年2月分 62,424

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 電子調達ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等(平成29年度更改)の借入れ 4,312,332

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 電子調達ｼｽﾃﾑ運用端末機器等の借入れ 118,260

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 自動車用シートカバー等の洗濯 30年1月分の支払い 4,147

財務局 経理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(輸送その４)30年2月分 21,679

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成27年度 その1)30年2月分 238,464

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成28年度 その1)30年2月分 119,232

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成26年度 その2)30年2月分 353,160

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成26年度 その4)30年2月分 105,624

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 916,128

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都入札監視委員会第７回制度部会開催に 480

財務局 経理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 労働者派遣(秘書事務)に伴う経費の支払について 231,051

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 「空気清浄機の借入れ」代金の支払い（30年２月分） 6,551

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成28年度その２）30年2月分 266,652

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード分)の支出（30年１月分） 575,190

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河38】） 27,706

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会に要する経費について 166,000

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払い（２月分） 92,637

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払い（経その４）（２月分） 2,430

財務局 経理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払い（経その６）（２月分） 14,034

財務局 経理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 29年度公報特定調達公告版印刷代金支出（２月分） 446,033

財務局 経理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【29河18】） 400

財務局 経理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 29年度公報特定調達公告版後納郵便代金支出(２月分) 123,340

財務局 経理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 光熱水費 燃料電池自動車用水素燃料の買入れ（30年２月分） 126,645

財務局 経理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン1号2号の買入れ 30年2月分の支払い 444,888

財務局 経理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 「印刷請負仕様書作成・積算等支援業務委託」の実施 4,115,757

財務局 経理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29財務局資格取得支援金の支出について 170,910

財務局 経理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 入札監視委員会第二監視部会速記業務委託（単価契約） 84,240

財務局 経理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 平成30年予算特別委員会要求資料の印刷 299,160

財務局 経理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（検収事務【28建66】） 48,012
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財務局 経理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 ゴム印の買入れ 18,360

財務局 経理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 報償費 平成29年度東京都入札監視委員会第７会制度部会の開催 63,390

財務局 経理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,879

財務局 経理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 自動車任意保険契約の保険料の支払い（30年３月分） 8,740

財務局 経理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（AED）及び収納ボックスの借入れ 75,600

財務局 経理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会に要する経費について 22,400

財務局 経理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（検収課派遣臨時職員３月 48,818

財務局 経理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払の支出について（経理部３月支給分） 323,227

財務局 経理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払について(2月分 285,836

財務局 経理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(経理部派遣職員１～３月分) 1,401

財務局 経理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 郵券の買入れについて（経理部） 230,100

財務局 経理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 財務局庁有乗用自動車運行管理業務委託（30年２月分） 9,918,720

財務局 経理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 光熱水費 財務局庁有乗用自動車運行管理委託立替金(30年2月分) 2,419

財務局 経理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 財務局庁有乗用自動車運行管理委託立替金(30年2月分) 300,840

財務局 経理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（検収課派遣臨時職員２月 22,838

財務局 経理部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 平成29年度第３回東京都入札監視委員会開催に伴う経費 1,440

財務局 経理部 契約第一課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ借入れに係る継続支払について 37,065

財務局 経理部 契約第二課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 音声応答転送装置（資格申請者応答用）の借入れ 4,384

財務局 経理部 検収課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 平成29年度検査台帳プログラム改修委託 294,840

財務局 経理部 検収課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 平成29年度検査台帳プログラム保守管理委託（2月分） 24,840

財務局 経理部 検収課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 平成29年度 労働者派遣（検収業務補助）（単価契約） 972,972

財務局 主計部 議案課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 平成26年度予算計数情報ｼｽﾃﾑ用機器等の借入れ(１月分) 2,867,400

財務局 主計部 議案課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 公会計を活用した防災対策費用の将来推計調査委託 2,700,000

財務局 主計部 議案課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度主要事業」の印刷 2,134,080

財務局 主計部 議案課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度予算発表関係資料」の印刷 2,944,080

財務局 主計部 議案課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 細断器の借入れ(主その２)(長期継続契約)(２月分) 11,340

財務局 主計部 議案課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ(長期継続契約)(２月分) 11,016

財務局 主計部 議案課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 ネットワークプリンタの借入れ(長期継続契約)(２月分) 9,933

財務局 主計部 議案課 平成30年03月06日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 使用料及賃借料 平成28年度　公債管理システムの機器等借入れ(２月分) 92,620

財務局 主計部 議案課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(長期継続契約)(２月分) 7,128

財務局 主計部 議案課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 部門サーバー機器等の借入れ(長期継続契約)(２月分) 31,968

財務局 主計部 議案課 平成30年03月07日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 使用料及賃借料 部門サーバー機器等の借入れ(長期継続契約)(２月分) 7,992

財務局 主計部 議案課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ(その２)の借入れ(長期継続契約)(２月分) 21,662

財務局 主計部 議案課 平成30年03月07日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 使用料及賃借料 ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ(その２)の借入れ(長期継続契約)(２月分) 3,610
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財務局 主計部 議案課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 事業提案制度に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ投票に関する業務委託 787,320

財務局 主計部 議案課 平成30年03月09日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 役務費 平成28年度東京都年次財務報告書開示手数料の支払い 17,370

財務局 主計部 議案課 平成30年03月14日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 役務費 オンラインによる金融情報提供サービスの利用(２月分) 223,265

財務局 主計部 議案課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その5)(単価契約)(２月分) 3,780

財務局 主計部 議案課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その2-3)(単価契約)(２月分) 426,447

財務局 主計部 議案課 平成30年03月14日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その2-3)(単価契約)(２月分) 284,298

財務局 主計部 議案課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「30年度都予算案まるわかりブック(英語版)」の印刷 234,144

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 平成26年度予算計数情報ｼｽﾃﾑ用機器等の借入れ(２月分) 2,867,400

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読(主計部)(２月分) 41,876

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読(主計部)(２月分) 4,900

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ使用料金の支払い(平成29年度)(１月分) 3,133,819

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ使用料金の支払い(平成29年度)(１月分) 32,996

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 29年度都議会議案その他の印刷(単価契約)(その2) 12,155,085

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その４)(単価契約)(２月分) 23,695

財務局 主計部 議案課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金 481,000

財務局 主計部 議案課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 42,860

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 500,000,000

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 3,083,692,000

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 8,801,308,000

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 報償費 30年度ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ発行に係る審査委員会の報酬 24,064

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度予算発表関係資料」の印刷（その２） 592,920

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その1)(単価契約)(２月分) 25,540

財務局 主計部 議案課 平成30年03月20日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(主その1)(単価契約)(２月分) 12,770

財務局 主計部 議案課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 データ通信の支払いについて（２月分）（資金前渡） 7,537

財務局 主計部 議案課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月分） 18,234

財務局 主計部 議案課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月分） 598

財務局 主計部 議案課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月分） 13,666

財務局 主計部 議案課 平成30年03月23日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月分） 9,360

財務局 主計部 議案課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,300

財務局 主計部 議案課 平成30年03月28日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 役務費 郵券の買入れ 147,450

財務局 主計部 議案課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 郵券の買入れ 296,130

財務局 主計部 公債課 平成30年03月01日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 12,589,385,536

財務局 主計部 公債課 平成30年03月01日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 4,939,105,660

財務局 主計部 公債課 平成30年03月15日 公債費会計 公債費 公債費 発行及償還手数料 役務費 公債費の支出について 3,238,704
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財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 3,857,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 590,205,726

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 100,934,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 101,925,210

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 178,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 71,236,213

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 380,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月19日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 174,126,958

財務局 主計部 公債課 平成30年03月20日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 6,087,095,845

財務局 主計部 公債課 平成30年03月20日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 1,591,449,531

財務局 主計部 公債課 平成30年03月20日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 31,284,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月22日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 10,661,643

財務局 主計部 公債課 平成30年03月22日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 15,831,994

財務局 主計部 公債課 平成30年03月23日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 132,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月23日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 10,537,231

財務局 主計部 公債課 平成30年03月23日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 87,000,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月23日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 24,823,521

財務局 主計部 公債課 平成30年03月26日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 226,752,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月26日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 148,416

財務局 主計部 公債課 平成30年03月26日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 21,935,375,863

財務局 主計部 公債課 平成30年03月26日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 3,913,609,926

財務局 主計部 公債課 平成30年03月26日 公債費会計 公債費 公債費 利子償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 680,152

財務局 主計部 公債課 平成30年03月27日 公債費会計 公債費 公債費 発行及償還手数料 役務費 公債費の支出について 109,188,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月28日 公債費会計 公債費 公債費 元金償還金
償還金利子及割引
料

公債費の支出について 2,056,000

財務局 主計部 公債課 平成30年03月30日 公債費会計 公債費 公債費 発行及償還手数料 役務費 公債費の支出について 1,635,130

財務局 主計部 公債課 平成30年03月30日 公債費会計 公債費 公債費 発行及償還手数料 役務費 公債費の支出について 637,269

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 「維持保全単価表　維持保全業務積算標準」の印刷 95,040

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支給について（神津島村） 123,099

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの買入れ（その２） 649,620

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 郵券等の買入れ 74,350

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 財務局建築技術革新支援事業に係る支出 69,120

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外20点の買入れ 1,865,160

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 有料道路通行料（ETC)にかかる経費の支出（１月分） 25,540

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支給について（宮崎県ほか） 226,928
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財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 122,337

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 8,046

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 283,389

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 乗用車の借入れに係る支出（２月分） 37,800

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 保全業務支援システム機器の借入れに係る支出 114,480

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 建築保全部部門サーバ機器等の借入れ 47,304

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 ソフトウェアの借入れ（営繕積算システムＲＩＢＣ2） 520,290

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 新聞の購読に係る支出 28,109

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 設計者支援システム（財務CALS)の借入れ（再リース） 206,820

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 自動ＣＤ複製機の賃貸借（財務ＣＡＬＳ）（再リース） 8,208

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 大型画面用デジタル複合機（財務CALS)の借入れ 10,260

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 ネットワークプリンタの借入れ（長期継続契約） 16,923

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れに係る支出 12,744

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 自動車登録番号標の交換における申請手続き 16,850

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 232,923

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支給について（神津島村） 73,371

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）建築保全部 23,460

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）建築保全部 153,399

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）建築保全部 1,563,731

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（２月分）建築保全部 44,112

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分：紙処理） 17,788

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その７）（単価契約） 31,524

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その1の3)(単価契約) 20,278

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その２）（単価契約） 10,334

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その８）（単価契約） 7,020

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その６）（単価契約） 11,985

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ｶﾞｿﾘﾝ1号の買入れ[第4・四半期]（単価契約） 21,168

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 41,550

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(２月分) 131,215

財務局 建築保全部 工務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 ゴム印の買入れ 22,777

財務局 建築保全部 技術管理課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 報償費 財務局建築技術革新支援事業技術審査委員への報償費 442,402

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 地域冷暖房料金（第一本庁舎）の支出について(２月分) 20,635,803

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 地域冷暖房料金（第二本庁舎）の支出について(２月分) 16,394,131

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 地域冷暖房料金（議会議事堂）の支出について(２月分) 10,017,355
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財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 雪かきスコップ外10点の買入れ 177,768

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂建物清掃委託の支払(2月分) 6,193,746

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 平成29年度借上庁舎建物清掃委託(その1)の支払(2月分) 3,036,160

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 平成29年度借上庁舎建物清掃委託(その2)の支払(2月分) 563,226

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内案内業務等委託（１月分） 2,946,780

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内案内業務等委託（１月分） 4,612,499

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 財務局庁舎管理課英語版ホームページの作成委託 259,200

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 電気料金(東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ)の支出(2月分) 9,715,430

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度借上庁舎の光熱費の支払(2月分) 845,826

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(2月分) 110,710

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(2月分) 130,550

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(2月分) 86,100

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,269,690

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 373,204

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都戸山庁舎建物管理委託の支払い（2月分） 1,026,000

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都戸山庁舎建物管理委託の支払い（2月分） 1,134,000

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 東京都戸山庁舎建物管理委託の支払い（2月分） 10,800

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎電話交換業務委託の支払い（2月分） 4,171,068

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎ほか外構清掃委託の支払(2月分) 934,493

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その1)の支払(2月分) 3,411,015

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂外構清掃委託の支払(2月分) 976,860

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(2月分) 858,684

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(2月分) 676,146

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(2月分) 1,149,595

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その3)の支払(2月分) 4,817,664

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その2)の支払(2月分) 2,458,080

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その3)の支払(2月分) 3,200,969

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その4)の支払(2月分) 2,302,560

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都飯田橋庁舎の管理費の支払（4月分） 6,786,391

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都飯田橋庁舎の管理費の支払（4月分） 2,343,431

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都飯田橋庁舎の管理費の支払（4月分） 3,420,675

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 電気料金(ｻﾐｯﾄｴﾅｼﾞｰ株式会社)の支出について(2月分) 33,756,212

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,290,542

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,358,727
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財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,097,335

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 262,014

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内案内業務等委託（２月分） 2,946,780

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内案内業務等委託（２月分） 4,612,499

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 東京都戸山庁舎（２９）給水設備等修繕について 632,772

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ３月分  公共料金支払 652,155

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ３月分  公共料金支払 932,198

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,510

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都戸山庁舎機械警備業務委託の支払い 110,160

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 平成29年度都庁舎廃棄物収集運搬委託の支払(2月分) 385,378

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 平成29年度都庁舎廃棄物収集運搬委託の支払(2月分) 916,469

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 29年度都庁舎廃棄物集積場の監理等 343,072

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 29年度都庁舎廃棄物集積場の監理等 621,000

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ３月分  公共料金支払 62

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,844

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎一般廃棄物汚泥(し尿含)の処分委託(単契11月分) 54,432

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 工事請負費 都庁舎(28)入退庁管理設備設置工事 449,310,400

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎デジタルサイネージ機器の借入れ(２月分) 876,420

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 東京都本庁舎会議室放送設備の借入れ(その2)(2月分) 515,655

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎総合行事案内表示装置盤の借入れ（２月分） 443,100

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎解施錠管理機構機器等の借入れ（２月分） 7,830,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎BA-LAN機器等の借入れ(その２)（２月分） 5,976,285

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎BMS機器等の借入れ(２月分) 3,369,450

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎総合施設設備管理業務委託（１月分） 26,574,912

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂総合施設設備管理業務委託（１月分） 10,026,450

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 一般ＩＰ電話機等の買入れ（その２） 1,986,120

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎図面管理ｼｽﾃﾑ機器の借入れ(その2)(再ﾘｰｽ)２月分 17,928

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎図面管理ｼｽﾃﾑ機器の借入れ(再ﾘｰｽ)(２月分) 115,452

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎厨房排水処理設備等の汚泥処分委託(単契)1月分 52,326

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎非常・業務放送設備制御部等の借入れ(2月分) 1,340,280

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 東京都議会本会議場放送設備等の借入れ(２月分) 2,308,608

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 東京都議会委員会室放送設備等の借入れ(２月分) 4,152,330

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎電話交換設備等の借入れ(２月分) 5,618,592
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財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 東京都議会議事堂映像設備の借入れ(２月分) 1,759,320

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 省エネ型Vベルト外127点の買入れ 2,732,400

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 都庁舎(28)入退庁管理設備等設置工事監理業務 14,752,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎統合BA機器等の借入れ（２月分） 1,131,570

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 都庁舎を利用したﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞに係る調査委託 4,334,580

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都議会議事堂外会議状況等表示装置の借入(ｿﾉ2)(2月分) 227,880

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 合鍵ほか11点の買入れ 93,945

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎厨房排水処理設備等の汚泥処分委託(単契)2月分 536,598

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁第一本庁舎会議室放送設備の借入れ(２月分) 906,660

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都議会議事堂ほか会議状況等表示装置の借入れ(2月分) 1,372,680

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第一本庁舎(29)非常照明用直流電源設備改修工事 16,659,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 東京都議会議事堂電話交換設備等の借入れ（２月分） 640,008

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎における公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供業務委託(2月分) 50,977

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 ツイン型蛍光灯ほか16点の買入れ 647,244

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 都庁舎厨房排水処理設備汚泥収集運搬委託(単契)2月分 286,740

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第一本庁舎(29)非常用発電設備改修工事 29,764,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁舎(29)内部改修その他工事(その２) 11,793,760

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁舎(29)内部改修その他工事(その２) 41,814,240

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 特定工程工事終了通知に係る手数料の支出(有明ｱﾘｰﾅ) 104,000

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ（長期継続契約）2月分 23,220

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 文書細断機の借入れ（長期継続契約）2月分 7,776

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 カラープリンターの借入れ（長期継続契約）2月分 11,340

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 新聞の購読に係る支出（2月分） 7,380

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 電話及びＬＡＮ設備機器の借入れ(長期継続契約)2月分 54,691

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 貸会議室費の支払い（２月分） 14,040

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

共益費外費用の支払い（２月分） 148,461

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る支払い(長期継続・単価契約)2月分 34,823

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,890

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年03月27日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ(仮称)(27)新築工事 2,454,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 東京都青梅合同庁舎(29)空調設備改修工事 72,998,920

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 工事請負費 東京都公文書館(29)改築昇降機設備工事 12,400,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 精神保健福祉ｾﾝﾀｰ･下谷分室(29)改築空調他設備工事(3) 26,300,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 タクシー利用料金の支払いについて 24,150

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 大森老人ﾎｰﾑ(29)自動火災報知設備等改修工事実施設計 1,296,000
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財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京都職員武蔵野住宅(29)改修工事実施設計 4,966,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際展示場(29)昇降機設備改修工事 15,620,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月12日 一般会計 学務費
公立大学法人首都
大学東京支援費

公立大学法人首都
大学東京支援費

工事請負費 首都大学東京晴海ｷｬﾝﾊﾟｽ(29)昇降機設備改修工事 32,800,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 東京都現代美術館(28)改修空調設備工事 180,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都白鬚東倉庫(28)外壁改修工事 99,022,800

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ(29)ﾎｰﾙCｴｽｶﾚｰﾀ設備改修工事 37,800,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 小笠原水産ｾﾝﾀｰ(29)非常用発電設備改修工事監理業務 1,890,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ(29)ﾎｰﾙC､Dｴﾚﾍﾞｰﾀ設備改修工事 146,800,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 東京都青梅合同庁舎(29)空調設備改修工事監理業務 4,860,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都東村山福祉園(29)生活棟他解体工事実施設計 7,128,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京国際展示場(28)増築工事監理業務 52,001,787

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 産業労働局秋葉原庁舎(28)改修給水衛生設備工事(2) 110,548,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 東京都産業労働局秋葉原庁舎(28)改修空調設備工事 270,437,200

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 東京都産業労働局秋葉原庁舎(28)改修電気設備工事 198,215,600

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月27日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 工事請負費 東京都多摩障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(29)改修給水衛生設備工事 134,300,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都白鬚東倉庫(28)外壁改修工事監理業務 2,232,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 工事請負費 多摩南部地域病院(29)本館看護宿舎外壁屋上等改修工事 112,190,800

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都東村山老人ﾎｰﾑ(28)桜棟ほか解体工事 271,649,200

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 都立萩山実務学校(29)ｻｰﾋﾞｽ棟その他改築工事 103,200,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 萩山実務学校(29)ｻｰﾋﾞｽ棟他改築空調その他設備工事 29,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 建築基準法に基づく計画通知等手数料の支出について 9,400

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 都立東大和療育ｾﾝﾀｰ(28)改修工事実施設計					 101,611,600

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 東京都産業労働局秋葉原庁舎(28)改修工事監理業務 14,760,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都八丈支庁(28)職員住宅(桜平第二)改修工事監理業 5,453,600

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立赤羽商業高等学校(29)電話設備改修工事 7,462,476

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立南葛飾高等学校(29)グラウンド改修電気設備工事 18,338,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立千歳丘高等学校(29)改築及び改修昇降機設備工事 8,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立小金井特別支援学校(27)改築電気設備工事 231,190,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立江北高等学校(28)改築工事監理業務 18,700,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立小金井特別支援学校(27)改築工事 1,573,080,747

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 役務費 省エネ適合性判定に係る手数料の支出について 371,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立農芸高等学校ほか３校(29)電話設備改修工事実施設 1,890,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立光明学園(29)西棟新築電気設備工事 96,500,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 東京都栽培漁業ｾﾝﾀｰ(29)遮光ﾈｯﾄ支柱改修工事監理業務 972,000
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財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立中野工業高等学校(29)改築工事基本設計 18,100,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立町田工業高等学校(29)電話設備改修工事 7,691,976

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立小金井特別支援学校(27)改築給水衛生設備工事 310,618,800

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立永山高等学校(29)改築工事実施設計 41,400,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立篠崎高等学校(29)グラウンド改修工事実施設計 4,464,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立日野台高等学校(29)グラウンド改修工事 184,200,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立八王子地区第二特別支援学校(仮称)(29)新築昇降機 20,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 東京都大島支庁職員公舎中河原住宅(29)改修工事実施設 2,744,800

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 役務費 計画通知に係る手数料の支出について 9,600

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立立川学園特別支援学校(仮称)(28)増築及び改修工事 55,796,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立篠崎高等学校(28)改修給水衛生設備工事 49,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 東京都檜原都民の森(29)受変電設備改修工事 17,592,120

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 役務費 計画通知に係る手数料の支出について 9,600

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立板橋高等学校(28)改築工事 623,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立小金井特別支援学校(27)改築昇降機設備工事 27,684,800

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立篠崎高等学校(28)改修空調設備工事 52,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立一橋高等学校(29)電話設備改修工事 8,135,748

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立府中高等学校（29）改築工事敷地測量 2,376,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立葛飾野高等学校ほか5校(29)太陽光発電設備工事実 2,678,400

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立日野高等学校(29)改築工事敷地測量 5,400,000

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 38,016

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 土地ﾊﾞﾝｸ電算ｼｽﾃﾑ機器等の賃貸借(その2)継続支払 78,062

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 公有財産購入費 土地の買入れについて（小比企緑地保全地域用地） 3,386,582

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月05日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 委託料 平成28年度分測量原義入力業務委託 215,686

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 財産運用部部門サーバ機器等の借入れの継続支払 36,288

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 部門プリンタの借入れ 8,532

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 使用料及賃借料 測量ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑ機器及び測量ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ機器の賃貸借 95,040

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 部門モノクロプリンタの借入れ 16,200

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 需用費 一般需用費 経研・標準建築費指数季報の買入れ 6,200

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 公有財産購入費 土地の買入れについて（清瀬中里緑地保全地域用地） 320,992,945

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 文書細断機の借入れ（財産運用部）(長期継続契約) 10,260

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 使用料及賃借料 文書細断機の借入れ(財産運用部)(長期継続契約)その2 10,260

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れ(長期継続契約) 9,030

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 新聞の購読（財産運用部）の継続支払 23,388
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財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 公有財産購入費 土地の買入れについて（東久留米金山緑地保全地域） 765,813,282

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 委託料 用地測量調査委託その２(単価契約) 1,009,714

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 用地測量調査委託その２（単価契約） 701,092

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月07日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 役務費 平成29年度不動産情報提供契約(単価契約)の継続支払 12,960

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(長期継続契約)(財産運用部) 78,408

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 旅費 特別旅費 平成２９年度財価審委員の報酬及び費用弁償の支出 2,880

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 平成29年度有料道路通行料ETCカード分の支出について 8,220

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月09日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 役務費 電波利用料納付にかかる支出について（資金前渡） 2,700

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 役務費 少額支払案件の資金前渡について（3月分） 8,147

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 公有財産購入費 土地の買入れについて（図師小野路歴史環境保全地域） 29,966,160

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 光熱水費 自動車ガソリンの買入れ（第４・四半期）(単価契約) 18,086

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月13日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(財その1)(単価契約) 17,542

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(財その２)(単価契約) 9,432

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(財その３)(単価契約) 9,072

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 用地測量調査委託その２（単価契約） 1,165,168

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 役務費 郵便切手の買入れ 157,590

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 役務費 携帯電話にかかる通信サービス契約支払いについて 2,378

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 役務費 平成29年度審議会の速記業務委託（単価契約） 42,660

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 役務費 郵便切手の買入れ 21,400

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 平成29年度財産価格審議会の開催経費（一般需用費） 1,980

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 旅費 普通旅費 定日払旅費　2月分　財産運用部（一般会計） 103,044

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費　2月分　財産運用部（一般会計） 3,436

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月23日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 旅費 普通旅費 定日払旅費　2月分　財産運用部（用地会計） 50,384

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の継続支払 22,820

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 公有財産購入費 土地の買入れについて（八王子堀之内里山保全地域） 31,360,280

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 需用費 一般需用費 平成３０年第１回東京都地価動向調査委員会の開催 1,440

財務局 財産運用部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 公有財産購入費 土地売買契約の締結及び土地所有権移転登記の嘱託並び 166,894,410

財務局 財産運用部 総合調整課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 財産情報システム機器等の借入れ(長期継続契約)の継続 1,615,777

財務局 財産運用部 総合調整課 平成30年03月13日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 音声応答装置外１点の借入れ（２月分） 5,346

財務局 財産運用部 活用促進課 平成30年03月02日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 平成29年度財務局所管保有財産等管理業務委託料の支出 44,092,025

財務局 財産運用部 活用促進課 平成30年03月08日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費
負担金補助及交付
金

旧職業能力開発部倉庫変電室火災警報器取替工事の支出 68,475

財務局 財産運用部 活用促進課 平成30年03月14日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 高濃度ＰＣＢ廃棄物(安定器類)処分委託 81,545,178

財務局 財産運用部 活用促進課 平成30年03月27日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 平成29年度都有地地下埋設物調査委託 1,296,000

環境局 総務部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 44,778
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環境局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 多機能複合機の複写サービスに関する支払２（１月分） 13,674

環境局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 多機能複合機の複写サービスに関する支払（１月分） 34,059

環境局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 平成３０年第一回都議会定例会に要する経費の支出② 164,500

環境局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 平成２９年度インターネット接続契約の継続支払１月分 12,420

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の買入れ(平成29年度) 193,645

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 環境局広報用端末等の借入れの継続支払について 24,840

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 環境局ホームページのCMSサーバ等の借入れの継続支払 225,720

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 機密文書の溶解処理費用の支出について（資金前渡） 101

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 環境局公式ホームページのデータ保全業務委託 226,800

環境局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 庁有車運行管理業務に係る支払い（1月分） 358,149

環境局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金（１月分） 29,850

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度鉢植え植物の借入れ（２月分） 10,044

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車の借入について（２月分） 55,944

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 庁有車の借入について（２月分） 132,192

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給（2月確認分） 57,993

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給（2月確認分） 7,021

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給（2月確認分） 3,271

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度英語力向上勉強会「実践コース」12月分支出 80,400

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度弁護士による法律研修の第３四半期の支出 84,224

環境局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度英語力向上勉強会「習得コース」12月分支出 47,600

環境局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発に係る資格取得支援及び通信教育講座受講支援 39,985

環境局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 複合機の運搬に伴う費用の支出について（資金前渡） 39,960

環境局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金支払（３月分・一需） 67,642

環境局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金支払（3月分・役務） 26,652

環境局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 有料道路の支出（3月分） 3,000

環境局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 光熱水費 庁有車（燃料電池自動車）燃料の支出（3月分） 1,512

環境局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度課題別研修「人権同和問題科」第３回の支出 32,400

環境局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度実務研修「図解思考力向上科」の支出 53,600

環境局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 平成29年度英語力向上勉強会「英語筆記力」業務委託 239,328

環境局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 庁有車の借入代金の継続支払について（２月分） 223,938

環境局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 カラー印刷機の借入れ（２月分） 24,796

環境局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックスの借入れ（２月分） 21,492

環境局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 多機能複合機の複写サービスに関する支払２（２月分） 32,434

環境局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 中央処理装置（ＷＳＵＳサーバ等）の借入れの継続支払 48,384
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環境局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 中央処理装置の借入れに係る継続支払について 39,960

環境局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 事務用ファイルサーバの借入れに係る経費の継続支払 109,188

環境局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,122

環境局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 機密文書の溶解処理に係る文書保存箱の運搬 243,129

環境局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度英語力向上勉強会実践コース1月～3月分支出 214,400

環境局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 多機能複合機の複写サービスに関する支払（２月分） 39,097

環境局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 平成２９年度インターネット接続契約の継続支払２月分 12,420

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 普通旅費 国内出張に伴う旅費の支出について（利島） 49,320

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 特別旅費 東京都環境影響評価審議会委員の旅費の支払い（2月） 37,392

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 環境科学費 委託料 平成29年度環境科学研究所委託料の支出（第４四半期） 280,649,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 報償費 弁護士への法律相談に係る経費の支出 12,032

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ環境アセス評価委員報償費(２月分) 570,577

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 特別旅費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ環境ｱｾｽ評価委員特別旅費(２月分) 25,766

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 報償費 平成29年度気候変動ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議に伴う講師謝礼支出 48,128

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 3,132

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 6,240

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 4,700

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 50,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 40,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 1,170

環境局 総務部 環境政策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 使用料及賃借料 平成29年度一般旅客自動車の借上げ（平成30年2月） 54,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度植生管理手法影響調査等委託 510,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約に係る支出(1月分) 26,474

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(1月分) 16,235

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(1月分) 16,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(1月分) 25,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度疥癬症野生動物収容等委託の支出（1月分） 295,174

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 平成29年度外来種対策普及セミナー講師謝礼金の支出 51,810

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 37,473

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 10,113

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 4,419

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 22,532

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 4,006

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ（長期継続契約） 12,852
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環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 モノクロプリンタの借入れ（長期継続契約） 5,616

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度林内植生モニタリング調査委託 4,719,600

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度ｶﾗｽのﾄﾗｯﾌﾟ捕獲等作業委託の支出（12月分） 1,327,201

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,094

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 東京都自然環境保全審議会委員に対する特別旅費の支出 5,368

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度疥癬症動物収容委託の支出（その2・1月分） 11,340

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度特定外来生物対応マニュアル作成委託 1,782,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 29年度シカ管理計画検討会第3回専門部会報償費の支出 68,180

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 29年度シカ管理計画検討会第3回専門部会特別旅費支出 1,100

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 花の種子の買入れ(花と緑の東京募金用)その２ 190,080

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「ECO-TOPプログラム」の制度紹介パンフレットの印刷 136,080

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 花の都シンポジウム運営委託 415,800

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 72,816

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 26,373

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 37,228

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度死亡野鳥回収等作業委託に係る支出(2月分) 547,711

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 大島の出張旅費の追給について 3,380

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度ｶﾗｽのﾄﾗｯﾌﾟ捕獲等作業委託の支出（1月分） 442,681

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー)の契約に係る支出(2月分) 225,339

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約に係る支出(2月分) 21,544

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度疥癬症動物収容委託の支出（その2・2月分） 89,186

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 自然環境保全審議会に関する速記及び録音データの筆耕 20,088

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度疥癬症野生動物収容等委託の支出（2月分） 114,523

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「外来生物対応マニュアル」の印刷 216,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 生態系に配慮した緑化のための講習会に係る報償費支出 41,200

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 生態系に配慮した緑化のための講習会に係る報償費支出 80,400

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 平成29年度地図情報システム機器借入の支払い(2月分) 6,328

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 自然環境保全審議会に関する速記及び録音データの筆耕 24,948

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度シカ植生被害状況等調査委託 820,800

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「江戸のみどり登録緑地」チラシの印刷 159,840

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(2月分) 16,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(2月分) 9,923

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(2月分) 10,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用に係る料金支出(2月分) 26,000
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環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 29死亡野鳥回収等作業委託(その２)に係る支出(2月分) 129,600

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度イノシシ生息状況調査委託 1,820,880

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度在来種植栽設計講習会資料作成及び運営委託 1,359,720

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度カモ類の糞便採取調査委託 1,166,400

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度枝打ち事業モニタリング調査委託 1,047,600

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度シカ生息状況等調査委託 8,532,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ボランティア活動保険加入に伴う保険料の支出 4,800

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌「グリーン・エージ」の買入れ 9,600

環境局 自然環境部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 第1回東京都外来鳥獣防除対策検討委員会の報償費支出 112,450

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29高尾・御岳ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ公衆無線LAN提供業務(1月分) 6,102

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29高尾・御岳ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ公衆無線LAN提供業務(1月分) 7,479

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 19,822

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 5,906

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 195,674

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 2,166

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 16,251

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年１月分の確定払い旅費の支出について 21,471

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 緑化計画書システム機器等の借入れの継続支払支出 29,959

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 29年度小笠原ＶＣの管理委託料の支出（第３四半期） 5,083,250

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾞﾊﾞﾄ保全ﾉﾈｺ引取作業（1月分） 120,960

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 指導者育成講座（専門）報償費の支出（１月～2月分） 201,700

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 指導者育成委員会（第２回）委員報償費の支出 68,180

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 奥多摩都民の森委託料（第3四半期）の支払い 17,283,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 29複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 170,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 29複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 95,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 29複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 5,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 郵券の購入について 199,600

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾞﾊﾞﾄ保全ﾉﾈｺ引取作業（2月分） 51,840

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度東京都公社委託料の支出（第４四半期） 36,804,719

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 6,322

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 43,242

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 20,497

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 66,520

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 24,884
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環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 テントの購入について 211,248

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29高尾・御岳ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ公衆無線LAN提供委託(2月分) 6,102

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29高尾・御岳ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ公衆無線LAN提供委託(2月分) 7,479

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 賃借料の支出について 23,322,776

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 宝生寺緑地保全地域急傾斜地崩壊防止工事 10,089,720

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 新今井橋・し尿回収施設に係る電気料金2月分 2,009

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 越中島・し尿回収施設に係る電気料金の支出2月分 2,105

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 平成29年度地下水対策検討委員会（第2回）報償費 112,450

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地内等の旅費の支出（平成30年2月支出）その2 68,122

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地内等の旅費の支出（平成30年2月支出）その2 19,626

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 近接地内等の旅費の支出（平成30年2月支出）その2 11,906

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 近接地内等の旅費の支出（平成30年2月支出）その2 4,725

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 水質測定計画処理システム（カラープリンタ）の借入れ 6,588

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 水質規制業務システム用ファイルサーバの借入れ 35,208

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 汚濁総量管理ｼｽﾃﾑによる負荷量集計結果27年度の印刷 127,116

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金3月 145,444

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金3月 100,000

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

29年度城南河川清流復活事業に係る経費（第4四半期） 29,188,000

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 水質測定調査のための船舶の借上げ2月分 267,970

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 新今井橋・し尿回収施設に係る下水道料金2-3月分 1,209

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,132

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 水準測量委託 896,400

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 地下水対策委員会の開催に要する速記 27,540

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

分室及び芝浦し尿回収施設の光熱水費負担金2月 23,624

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

分室及び芝浦し尿回収施設の光熱水費負担金2月 358

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 28,352

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 10,075

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 6,931

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 14,233

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 10,997

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 18,733

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 1,860

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 24,984

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 11,369
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環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 5,966

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 9,954

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 24,066

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 10,088

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 12,581

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 37,307

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 27,644

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 5,197

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 8,863

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 10,730

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 11,510

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 2,987

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 6,266

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（２月確認分）の支出 20,812

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス(単価契約)(長期継続契約)(１月分) 23,023

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(1月分) 19,440

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る継続支払について 18,856

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 FAX付複写機の複写サービスに関する契約(1月分) 3,247

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスに関する契約(1月分) 199,085

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 平成29年度「複写サービスに関する契約」(1月分) 46,827

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(1月分) 11,733

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 平成29年度東京都公害防止管理者定期講習の講師謝礼 19,037

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 第3回大気中微小粒子状物質検討会の報償費等の支出 112,450

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 第3回大気中微小粒子状物質検討会の報償費等の支出 56,370

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 第3回大気中微小粒子状物質検討会の報償費等の支出 8,200

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 第3回大気中微小粒子状物質検討会の報償費等の支出 23,200

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 422

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 7,114

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 環境行政実務研修総括研修の支出 3,955

環境局 環境改善部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 PM2.5検討会資料の翻訳 48,600

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 H29年度土壌地下水汚染情報管理DBの改修委託 8,640,000

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 H28年度有害大気汚染物質モニタリング調査報告書印刷 255,960

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 VOC連続測定装置（八幡山自動車排出ガス測定局） 507,600

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 環境情報管理システム機器の賃借（PRTR法受付用） 12,636
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環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 VOC簡易測定器の借入れ（再リース） 18,576

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 有害大気汚染物質測定装置の借入れ（長期継続契約） 344,412

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 環境情報機器（土壌地下水汚染対策）の借入れ 54,972

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 固相カートリッジ外8点の買入れ 775,224

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 会場使用料の支出について 2,600

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 H29年度窒素ガス外2点の買入れ 10,800

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 27,838

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 1,296

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 45,416

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 38,138

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 土壌汚染対策セミナー・土壌汚染フォーラムに係る支払 59,025

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 H29年度液体窒素外2点の買入れ（単価契約） 242,676

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 H29年度第3回土壌汚染対策検討委員会委員への支払い 157,430

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 H29年度第3回土壌汚染対策検討委員会委員への支払い 33,200

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 VOC連続測定装置（板橋区氷川町）の借入れ　再リース 484,704

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 VOC連続測定装置江東区大島の借入　再リース 511,164

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 VOC連続測定装置大田区東糀谷の借入れ再リース 483,840

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 標準水外24点の買入れ 507,539

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 シリンジフィルター外1点の買入れ 48,492

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 フレックスポンプ外3点の買入れ 150,660

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 第3回 H29民間連携VOC排出削減対策推進審査会の支出 52,780

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 登記情報提供サービスに係る利用料の継続支払について 4,750

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度土壌調査及び地下水のDXN類等の分析委託 2,646,000

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,486

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 H29度土壌汚染届出情報の電子化作業委託 1,404,000

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 第16回豊島五丁目団地リスク管理協議会開催経費の支出 44,980

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 有害大気汚染物質測定方法調査委託 247,320

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 荒川区東尾久七丁目地域等リスク管理協議会への支出 44,980

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 荒川区東尾久七丁目地域等リスク管理協議会への支出 27,985

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度塗膜性能調査委託 961,200

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 キャニスター外8点の買入れ 205,912

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 H29土壌汚染対策事業に係る文書保存委託の支払 2月分 38,745

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 住基ネットシステム業務端末用機器の借入れ 18,576

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 平成29年度業務用MCA無線機の借入に係る経費の支出 159,786
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環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 平成29年度業務用MCA無線機電波使用料の支出 110,224

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 平成29年度業務用MCA無線機の借入経費支出（追加分） 31,536

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 平成29年度液化石油ガス保安講習会の会場使用料の支出 53,200

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「平成29年度液化石油ガス講習会テキスト」の印刷 298,080

環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度免状名簿等電子化委託 779,825

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（東部）１月分 2,068,848

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（西部）　1月分 2,187,864

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（多摩部）１月分 2,050,920

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

中野区若宮一般局の光熱水費の継続払(１月分) 30,610

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

都立野津田高等学校の光熱水費(１月分) 827

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 緊急時同報ファックスシステムの借入れ（2月分） 398,160

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機騒音移動監視用G・H）2月分 70,437

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機騒音常時監視用2台） 100,299

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 航空機騒音中央処理装の借入れ（長期継続契約）2月分 273,189

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機移動監視用C）　2月分 115,452

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機移動監視用A・B）　2月分 226,254

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機常時監視用(固定５)）2月分 273,132

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計（航空機移動監視用I・J）　2月分 231,336

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音自動計の借入(航空機騒音移動監視用D) 129,276

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 大気規制業務システムサーバー借入れ(2月分) 17,712

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音記録計の借入れに係る継続支払い 2月分 620,676

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 備品購入費 オゾン計校正機の買入れ 8,791,200

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 デジタル式騒音計(常時監視用2台・移動用EF)2月分 560,952

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 Ｈ29微小粒子状物質自動測定記録計外2機種の定期点検 35,393,760

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 30,813

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,684

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 大気汚染緊急時連絡用プロバイダー契約（１月分） 10,584

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,629

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 中間検査に伴う近接地外旅費（滋賀） 85,720

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 振動計及びレベル記録器の点検調整及び検定・検査 82,080

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 振動計及びレベル記録器の点検調整及び検定・検査 38,020

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度酸性雨等の分析委託（単価契約）1月分 35,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「平成28年度航空機騒音調査結果報告書」の印刷 226,800

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 中間検査に伴う近接地外旅費（山形）の追給 1,080
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環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 大気汚染常時監視システム借入長期継続支払　2月分 5,143,981

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,985

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定委員会(第4回)報償費 112,450

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 少額支出案件に係る資金前渡金の請求（3月分） 56,059

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 少額支出案件に係る資金前渡金の請求（3月分） 38,772

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 大気汚染緊急時連絡用プロバイダー契約（２月分） 10,584

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,839

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,889

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,425

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,366

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,928

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 125,989

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 35,547

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 125,406

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 101,337

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,944

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,250

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 70,851

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 54,658

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,874

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,600

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,223

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,400

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 40,864

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 70,834

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 81,087

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,470

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,030

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,584
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環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 78,464

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,828

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,159

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 51,854

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 129,401

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,318

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,003

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,725

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,898

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 34,339

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月22日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,634

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

北品川交差点自排測定局の光熱水費の継続払(２月分) 17,906

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

都立野津田高等学校の光熱水費(２月分) 773

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 備品購入費 騒音計（普通級）外3点の買入れ 2,127,600

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,610

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ自動測定記録計外4機種の定期点検委託 38,843,702

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 平成２９年度厚木基地航空機分布調査測定場所借上代 120,000

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「環境確保条例関係ハンドブック」の印刷 215,568

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

文京区本駒込一般局の光熱水費の継続払(２月分) 14,244

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

中野区若宮一般局の光熱水費の継続払(３月分) 13,012

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（東部）2月分 2,605,824

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（西部）　2月分 2,814,264

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（多摩部）2月分 2,360,880

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気汚染常時監視測定局の樹木管理委託 723,600

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 雑誌「騒音制御」の買入れ 15,120

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（１月分） 4,883
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環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 自動車検査登録情報提供サービス料金の支出（1月分） 37,238

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 ＥＴＣマイレージサービス利用に係る経費（３月分） 60,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 ディーゼル車両監視用固定ｶﾒﾗ等の借入れ 2,354,745

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 300,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 164,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 200,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 300,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 ディーゼル車両監視用固定ｶﾒﾗｼｽﾃﾑの借入れ 1,785,240

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

首都高西局への電気料金（１２月分） 12,692

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

首都高東局への電気料金（１２月分） 19,088

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 492,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 328,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 164,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 164,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 164,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 300,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 100,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 ピンバッジ用デザイン委託 162,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 郵券の買入れ 713,800

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 200,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 ステッカー用デザイン委託 54,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費（３月分） 60,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 328,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

運送事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 164,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（２月分） 105,948

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「自動車登録統計情報(新車編)」外1点の買入れ 11,100

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 200,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

首都高東局への電気料金（１月分） 18,767

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 首都高西局への電気料金（１月分） 12,686

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「平成30年度東京都環境保全資金」リーフレットの印刷 489,888

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都環境保全資金融資保証債務履行補助金 1,582,392

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 夜間カメラの借入れに係る支出（4月分） 117,720

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 自動車環境管理ｼｽﾃﾑ機器の借入れに係る支出 65,232

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 環境保全資金融資利子補給計算ｼｽﾃﾑ機器の借入れ 14,580
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環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民間事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 100,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（２月分） 8,093

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れに係る継続支払 16,092

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 ＥＴＣマイレージサービス利用の経費（平成30年3月） 75,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 報償費 第2回東京都食品ロス削減パートナーシップ会議報償費 338,905

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 複写機の複写サービスに関する契約 23,345

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 委託料 家電リサイクル料金の支出について 4,212

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの借入れに係る継続支払（２月分） 17,280

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 モノクロプリンタの借入れに係る継続支払（２月分） 9,288

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（２月分） 36,936

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れに係る継続支払 16,092

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員旅費の支出（30年1月分） 1,046

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 報償費 平成29年度災害廃棄物に関する情報交換会に伴う報酬 70,719

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット券の使用に係る費用の支出 15,830

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（1月分） 55,157

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 133,003

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 2,452

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 キャスター付き小型家電回収ボックスの買入れ 75,384

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 113,214

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタ用トナーカートリッジ外１点の買入れ 318,978

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタ用トナーカートリッジ外１点の買入れ 212,652

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員旅費の支出（30年2月分） 308

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット券の使用に係る費用の支出 22,933

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 浄化槽管理台帳システム機器の借入に要する経費の支払 21,492

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 全国環境担当部局長会議資料の印刷 143,890

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の確定払い旅費の支出について 8,158

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の確定払い旅費の支出について 38,461

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の確定払い旅費の支出について 24,910

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 平成３０年１月分の確定払い旅費の支出について 13,856

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の確定払い旅費の支出について 11,779

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡請求(3月分) 8,943

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡請求(3月分) 24,190

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払旅費の支出(派遣職員分) 604

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 郵便料金の支払について 10,660
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環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 東京23区廃棄物情報管理システム用機器の保守委託 23,868

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 東京23区廃棄物情報管理システム用機器の保守委託 216,108

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 東京23区廃棄物情報管理システム用機器の借入れ 57,240

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 6,858

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 4,903

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 6,017

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 2,110

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 5,481

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月26日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

28年度(27繰越)地域環境保全対策費補助金返還金の納付 9,695,000

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 郵便料金の支払について（資金前渡） 18,122

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 一般都民の「海ごみ問題」に関する意識調査委託 290,000

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 郵便料金の支払いについて（資金前渡） 14,360

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 ＥＴＣによる有料道路使用料の支払い（３月分） 70,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 ＥＴＣによる有料道路使用料の支払い（３月分） 70,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（長期継続契約）の継続支払（2月分） 86,940

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（長期継続契約）の継続支払（2月分） 45,360

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 「産廃業等管理システムサーバーの借入れ」の継続支払 35,424

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 21,686

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 41,470

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 500

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 ＩＣカードの買入れ 285,768

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 12,280

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 23,204

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 9,886

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 2,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 1,185

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 5,800

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 平成30年2月分の確定払い旅費の支出について 4,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 郵券の買入れ（犯歴照会） 90,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度ＰＣＢ広域協議会運営費負担金の支出 4,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 メタル・リサイクル・マンスリーの買入れ 27,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 タクシー利用料金の支払い（30年1月分） 4,867

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 端末の借入（都市地球環境システム用）の支払(2月分) 51,084

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 シュレッダー借入の支払い（2月分） 9,936
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環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 端末の借入（報告書システム用）の支払（2月分） 51,624

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 端末の借入（C&Tシステム用）の支払について（2月分） 105,516

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 複写機の複写サービスの支払い（２月分） 14,142

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度ＬＥＤ照明普及状況調査委託 41,761,402

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度ＬＥＤ照明普及状況調査委託 16,558,598

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 システム共通基盤運用業務委託の継続支払（2月分） 3,034,206

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスの支払い（2月分） 78,135

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 複写機の複写サービスの支払い（2月分） 15,228

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 複写機の複写サービスの支払（2月分） 25,920

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（３月確認分）の支出について 3,022

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（３月確認分）の支出について 10,580

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年03月29日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 タクシー利用料金の支払い（30年2月） 50,422

環境局
地球環境エネル
ギー部

総量削減課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

報償費 Ｃ＆Ｔ制度に係る有識者ヒアリングの報償費の支出 24,064

環境局
地球環境エネル
ギー部

総量削減課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支払い（３月分） 44,883

環境局
地球環境エネル
ギー部

総量削減課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支払い（３月分） 66,478

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

都営バス停へのミスト導入検証事業の支出（西葛西） 324,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 建築フォーラム開催に係る会場付帯設備使用料の支出 34,600

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 確定払旅費の支払（3月確認分） 7,088

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 確定払旅費の支払（3月確認分） 39,545

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

暑熱対応設備整備費補助金の支出 246,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

バス停ミスト導入検証事業に係る電気料金支払(西葛西) 3,164

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 確定払旅費(平成30年1月 不適合除外案件分) 14,654

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 業種別省エネ対策テキストの印刷 108,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 LED事業PR動画の配信等に係る音源利用料 123,400

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 LED事業PR動画の配信等に係る音源利用料 400,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 LED事業PR動画の配信等に係る音源利用料 400,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 LED事業PR動画の配信等に係る音源利用料 100,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 LED事業PR動画の配信等に係る音源利用料 164,600

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

役務費 H29行動科学を活用した家庭部門検討会に係る速記支払 34,560

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(３月分)の支出 6,692

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(３月分)の支出 216

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

役務費 LED事業における参加協力店への書類送付経費 309,960

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 確定払旅費(平成30年2月分) 44,461

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 燃料電池自動車用外部給電機器の導入促進事業出損支出 160,000,000
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環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 東京都区市町村におけるＦＣＶ補助事業の出えん支出 44,440,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 事業所向け再エネ由来水素活用設備補助の出えん 470,000,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 水素ＳＴ設備整備事業に係る出えん金支出 2,070,000,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 水素ＳＴ需要創出活動費支援事業出えん金支出 882,000,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

投資及出資金 燃料電池自動車の導入促進事業に係る出えん金支出 404,000,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 都内のイベントでの環境局ブース運営委託 239,760

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月入力分） 105,629

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月入力分） 5,124

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

需用費 一般需用費 Tokyoスイソ推進チームPR用チラシ外4点の印刷 390,420

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の点検等 101,345

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 光熱水費 庁有車の燃料代に係る経費の支出(平成30年3月分) 88,000

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ（平成30年2月分） 84,996

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 原材料費 庁有車冬用タイヤの買入れ 249,480

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(所管理・一需)3月分 89,357

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(所管理･役務)3月分 2,764

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の点検等 250,576

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ(長期継続契約）に係る支出（２月分） 42,336

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ(長期継続契約）２月分 38,772

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（長期継続契約）に係る支出 46,332

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払について（２月分） 14,585

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払について（２月分） 7,756

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスの支払について（２月分） 10,542

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 破傷風予防接種の実施委託（単価契約）（後期分） 42,120

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 追録｢廃棄物処理の実務Ｑ&Ａ」外１点の買入れ 23,172

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 多摩環境事務所庁有車運行管理業務委託(単価契約) 1,250,726

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,240

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 追録｢高圧ｶﾞｽ保安法令例規集」外１点の買入れ 27,654

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 追録｢環境計測/作業環境測定法令・JIS要覧」の買入れ 10,532

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 追録｢問答式 廃棄物処理の手引き」外２点の買入れ 34,212

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 3,282

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 36,740

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 7,179

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 14,228

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 47,101
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環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 5,282

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 13,703

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 5,556

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 5,189

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 1,958

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 4,694

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 6,379

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 17,813

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 11,152

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 4,744

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 13,789

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 49,655

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 14,152

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 816

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 139,384

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 4,165

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出　H29年度2月旅費システム処理分 200

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 追録｢高圧ガス保安法令例規集」外３点の買入れ 23,148

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 追録｢高圧ガス保安法令例規集」外３点の買入れ 10,000

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 庁有車の廃棄処理及び抹消登録 12,050

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 庁有車の廃棄処理及び抹消登録 21,600

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 日の出山園地外１か所の清掃委託（10-12月） 274,150

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 日の出山便所浄化槽保守点検委託（１月分） 27,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　1月分 6,197

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　1月分 4,059

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 首都圏自然歩道改修工事の前払金の支出 6,300,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 檜原レンジャー事務所に係るプロバイダー契約　1月分 7,158

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 あきる野市に係るし尿処理手数料の支出（12-1月分） 36,250

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 自動車損害賠償責任保険料等の支払いについて 32,420

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 公課費 自動車損害賠償責任保険料等の支払いについて 24,600

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,473

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 126,692

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 90,418

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,069
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環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 高尾ビジターセンター解説業務委託（１月分） 1,673,136

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 沢戸橋下園地外６か所の清掃委託（1月分） 113,594

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 単価契約の支払（ガソリン　檜原：８～９月分） 7,520

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月05日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 単価契約の支払（ガソリン　檜原：10～11月分） 11,823

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大見晴園地便所外１か所　清掃管理業務委託（１月分） 935,702

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 高尾陣馬特別警戒高尾山内雑踏整理委託 434,160

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 日の出山便所給水用ユニット部品取付けほか作業委託 172,800

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 H29奥多摩地区登山道改修工事（川苔山線）前払金 14,500,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 高尾パークボランティア会研修会に係る報償費の支出 35,557

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 山のふるさと村の管理に要する経費　H29第3四半期分 34,298,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 56,930

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 163,485

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 1,296

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,315

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,172

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,466

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,241

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,854

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 宿泊を伴う旅費（雲取巡視及び状況調査）の支出 33,600

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 273,568

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,092

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,763

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 306,228

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御岳平外６か所の清掃委託（１２月分） 417,983

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 庁有車の借入れに伴う経費の継続支払い（１月分） 43,848

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 庁有車の借入れに伴う経費の継続支払い（１月分） 17,712

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 庁有車の借入れに伴う経費の継続支払い（１月分） 17,712

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 吉野氷川線歩道改修工事の前払金の支出 7,300,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 ＡＥＤの借入れに伴う経費の継続支払い（２月分） 3,240

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（３）の継続支払い（２月） 17,614

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540
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環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 檜原村に係るし尿処理手数料の支出（2月分） 8,125

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 山のふるさと村ケビン自動火災報知設備改修工事 942,840

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続支払い（２月分） 25,475

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（奥多摩：２月分） 17,841

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 平成29年度建設副産物情報交換システム年間利用料 32,400

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 平成29年度東海自然歩道改修工事の前払金の支出 6,600,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 48,511

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御岳平外６か所の清掃委託（１月分） 345,403

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 御岳平便所外１か所のネポノール供給装置部品交換修繕 135,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスに関する契約（２月分） 28,453

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスに関する契約（２月分） 10,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスに関する契約（２月分） 10,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 高尾ビジターセンター解説業務委託（２月分） 1,673,136

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,528

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 日の出山便所浄化槽保守点検委託（２月分） 27,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 レンジャー研修会講師報償費の支出（近自然工法） 93,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 報償費 東京都レンジャー研修会講師報償費の支出（3/4） 41,753

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 33,231

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　2月分 6,197

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　2月分 4,059

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 庁有車の借入れに伴う経費の継続支払い（２月分） 43,848

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 庁有車の借入れに伴う経費の継続支払い（２月分） 17,712

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 駐車場料金の支出について（高尾４月分） 8,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月26日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 駐車場料金の支出について（高尾４月分） 216

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大見晴園地便所外１か所　清掃管理業務委託（２月分） 870,146

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 乗合自動車（マイクロバス）の買入れ 7,446,030

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 檜原レンジャー事務所に係るプロバイダー契約　2月分 7,151

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 小仏城山園地便所外２か所の清掃委託（１月分） 163,689

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月28日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 小仏城山園地便所外２か所の清掃委託（２月分） 156,980

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 檜原地区施設改修工事 489,240

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 小型特殊自動車（ホイールローダ）の買入れ 3,076,920

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年03月30日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 「仮設便所の借上げ」終了に伴うし尿処理費の支払い 81,000

環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 25,442
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環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 平成30年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 20,000

環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの借入れ(長期継続契約） 8,748

環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 平成30年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度浄化槽処理水等の水質検査委託 33,048

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

石綿作業主任者講習の受講に係る費用の支出について 14,280

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 11,124

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 3,334

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ＬＥＤ懐中電灯外6点の買入れ 135,864

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 土壌地下水汚染に係る検体の採取・分析委託(単価契約) 44,496

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月12日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 防塵マスク外2点の買入れ 80,352

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 多摩地域の水質汚濁の規制指導に係る水質の分析委託 471,312

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月19日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 標準ガスの買入れ 104,760

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月20日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 公共用水域の水質測定調査(河川・湖沼)委託(多摩部） 1,265,922

環境局 多摩環境事務所 環境改善課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 備品購入費 レベル記録器外1点の買入れ 480,600

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 平成29年度第三排水処理場空調機修繕 120,960

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 防火用ダンプ外２台の自動車の解体 606,960

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（2月分） 4,171,241

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（2月分） 528,219

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（2月分） 103,692,371

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 廃車車両の永久抹消登録について 48,600

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 廃車車両の永久抹消登録について 1,200

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 電気料金（中防特高受変電所経由）の支払い（１月分） 13,425,397

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 電気料金（中防特高受変電所経由）の支払い（１月分） 1,623,809

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月05日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度第三排水処理場その他空調換気設備点検委託 1,404,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 東京23区廃棄物清掃管理ｼｽﾃﾑ用機器の借入れの支出 396,900

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（長期継続契約）の支出について 69,768

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 埋立処分場内排水処理施設等の運転業務委託（１月分） 43,122,240

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入れの支出(長期継続契約 6,480

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度環境局中防合同庁舎新設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検委 238,140

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度三場外壁等アスベスト分析調査委託 270,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 軸受外２３点の買入れ 890,805

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 消防標識外15点の買入れ 198,572

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 環境法規総覧追録(合併号1801～1802号）外1点の買入れ 10,238

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 集録建築法規東京都版追録439号外2点の買入れ 9,800

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 塩化第二鉄液の買入れ（その３）(単価契約)　１月分 7,216,776
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環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 メタノールの買入れ（その４）(単価契約)　１月分 9,615,905

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 濃硫酸の買入れ（その４）(単価契約)の支出（１月分） 1,278,469

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 苛性ソーダの買入れ（その４）(単価契約)支払い１月分 514,337

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 平成29年度後期船舶の借上げ(単価契約)（２月分） 64,260

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ登録の自賠責保険料、重量税の支払い、精算 16,220

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 公課費 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ登録の自賠責保険料、重量税の支払い、精算 12,300

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 危険物取扱者免状書換えに係る経費の支出及び精算 1,600

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 一般廃棄物(汚泥)収集運搬委託(単価契約)にかかる支出 14,688

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 産業廃棄物(汚泥)収集運搬委託(単価契約)にかかる支出 14,688

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（1月～3月分 単価契約）の支出 272,160

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ（1月～3月分 単価契約）の支出 219,504

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度環境局中防合同庁舎警備委託の支出について 596,350

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 環境局中防合同庁舎外６施設建物清掃委託の支出 506,736

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 中防合同庁舎設備管理･保守及び特高等巡回業務委託 2,663,280

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 中防合同庁舎設備管理･保守及び特高等巡回業務委託 459,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ4点外5点の買入れ 720,576

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外２点の買入れ 140,724

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 庁有車のＥＴＣﾏｲﾚｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ利用に係る必要経費(3月分) 10,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 電波利用料の支出について（資金前渡） 450

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月12日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,734,342

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 普通貨物自動車登録の自賠責保険料、重量税の支出 44,100

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 公課費 普通貨物自動車登録の自賠責保険料、重量税の支出 22,500

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度1月分タクシーチケット券未払金の追加支出 1,529

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 シグナルトランスミッタ外6点の買入れ 677,160

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度簡易専用水道受水槽清掃委託 271,080

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 平成29年度プロパンガスの買入れ(単価契約)の支出 17,917

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 作業被服のクリーニング委託(単価契約)にかかる支出 5,659

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（長期継続･平成29年度分） 38,307

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 平成29年度特定業務従事者健康診断(後期分)の追加委託 397,548

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,866

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 259,747

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月19日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,394

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 原材料費 水中ポンプ３点の買入れ 943,920

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月20日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,391,718
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環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度15号地送水管他清掃委託 5,724,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 平成２９年度中防合同庁舎北側自動ドア修繕 81,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 高分子凝集剤の買入れ（その２） 928,800

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 潤滑油８点外１点の買入れ 684,072

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 消泡剤の買入れ（その３） 864,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 環境法規総覧追録(合併号1804～1805号）外1点の買入れ 13,478

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度　旅費の支出について（２月確定払い） 98,581

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度　旅費の支出について（２月確定払い） 37,916

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 一般廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）にかかる支出 18,360

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）にかかる支出 18,360

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット券の使用に係る費用の支出 34,001

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 液体高分子凝集剤の買入れ(その４)(単価契約)　２月分 680,788

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 平成29年度特高受変電所監視設備RS盤修繕 930,960

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 リン酸の買入れ（その５） 386,640

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 塩化第二鉄液の買入れ（その３）(単価契約)　２月分 5,307,120

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 苛性ソーダの買入れ（その４）(単価契約)支払い２月分 512,794

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月26日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 埋立処分場内排水処理施設等の運転業務委託（２月分） 38,949,120

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度中防内側埋立地ポンプ井清掃業務委託 947,052

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 チェーンスリング外38点の買入れ 732,240

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 メタノールの買入れ（その４）(単価契約)　２月分 7,478,127

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 硝化促進用担体の買入れ（その２）(単価契約)　２月分 14,171,392

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 濃硫酸の買入れ（その４）(単価契約)の支出（２月分） 1,286,038

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 29・埋立処分場における環境放射線量測定委託その２ 146,016

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度サーベイメータ点検校正業務委託 129,600

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度中防合同庁舎浴室配管等改修工事実施設計 1,080,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 工事請負費 平成２９年度中防合同庁舎消防設備更新工事 952,560

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 スケール除去剤外23点の買入れ 805,248

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 単管パイプ外２４点の買入れ 630,720

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 集録建築法規東京都版追録440号外3点の買入れ 11,500

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 委託料 平成29年度第三排水処理場建物耐震改修その他実施設計 3,012,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 備品購入費 乗合自動車（マイクロバス）の買入れ 3,158,020

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度中防庁舎等低木類の管理委託（その3） 3,326,400

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度集ガス設備配管レベル測定ほか点検委託 972,000
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環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度三場管理棟浄化槽外2箇所清掃委託 270,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 一般需用費 平成29年度特高受変電所保安用発電機修繕 54,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（３月分） 4,508,172

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（３月分） 570,886

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 水道料金（中防内側）･下水道料金の支払い（３月分） 82,096,848

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 工事請負費 平成28年度三場プラント設備（電気）改修工事その1 110,000,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 備品購入費 普通貨物自動車（リフト付キャブオーバー型）の買入れ 5,999,800

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度三場他空調設備等更新工事追加実施設計2 2,592,000

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度第三排水処理場その他計装設備点検委託 6,551,280

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 電気料金（中防特高受変電所経由）の支払い（２月分） 12,012,413

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 電気料金（中防特高受変電所経由）の支払い（２月分） 1,452,908

主税局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ（ノート型）の借入れ　1月分 26,352

主税局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 透明ビニールカバー付手提袋の購入 15,120

主税局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 労働者派遣の継続支払について（2月分） 234,255

主税局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（２月分） 180,787

主税局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 平成２９年度「あなたと都税」の作成　２月分 171,007

主税局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 委託料 平成２９年度「あなたと都税」の作成　２月分 32,400

主税局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 平成29年度都税事務所電話交換業務委託 5,390,550

主税局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会(総括質疑)に要する経費 48,000

主税局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 局内報「局報しゅぜい」の印刷（単価契約）2月分 26,017

主税局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 主税局文書・電算帳票等の集配業務等委託（多摩地区） 748,472

主税局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 主税局文書・電算帳票等の集配業務等委託（２３区等） 1,600,108

主税局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ﾉｰﾄ型)の借入れ　2月分 7,776

主税局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の継続支払について 2月分 325,558

主税局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 平成２９年度テーマポスターの配送委託 34,560

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 委託料 平成29年度納期等周知ﾎﾟｽﾀｰのﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾚｲｱｳﾄ委託 3月分 329,400

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 平成29年度映像広告委託　2月分 291,600

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 委託料 平成29年度映像広告委託　2月分 145,800

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 平成29年度ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ及びﾎﾟｽﾀｰの配送委託 2月分 120,960

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書「地方税総則法逐条解説」の購入 699,649

主税局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」外２件の購入 66,744

主税局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 主税局安全衛生委員会事務局通信(ｾｲﾌﾞ3月号)の印刷 21,286

主税局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 平成29年度主税局におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修の実施委託 2,116,800

主税局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書「平成29年度　地方税法　令規通知篇」の購入 3,227,895
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主税局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 電話交換業務に係る回線使用料等の継続支払について 549,146

主税局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会に要する経費について 17,000

主税局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 AED等の借入(本庁)に係る継続支払いについて 11,286

主税局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 AED等の借入(世田谷都税)に係る継続支払いについて 3,888

主税局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 AED等の借入(中央都税等)に係る継続支払いについて 86,184

主税局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 平成２９年度テーマポスターの印刷 271,123

主税局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 H29年度感謝状等筆耕(単価契約)継続支払(第4四半期分) 9,234

主税局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 表彰状の購入 13,824

主税局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度主税局職員表彰の記念楯の購入 104,544

主税局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度主税局職員表彰の記念品の購入 106,920

主税局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 丸筒３点の購入 217,620

主税局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 書庫外７点の買入れ 537,840

主税局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 「固定資産税についてのお知らせ」の新聞広告委託 3,964,188

主税局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 着ぐるみのクリーニング 93,715

主税局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用グッズ（クリアファイル）の購入 886,464

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 文書保存箱保管等委託（単価契約） 1,267,197

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 文書保存箱保管等委託（単価契約） 1,195,166

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 文書保存箱保管等委託（単価契約） 1,223,615

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 文書保存箱保管等委託（単価契約） 1,735,172

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用グッズ（ボールペン）の購入 2,262,870

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 委託料 タックス・タクちゃんイラスト作成委託に係る報酬支出 269,901

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度主税局職員表彰の表彰状の筆耕 178,524

主税局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 主税局イメージキャラクター「タックス・タクちゃん」 272,160

主税局 総務部 職員課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 研修用パソコンの借入れに係る支払 67,095

主税局 総務部 職員課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理に係るｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ機器の借入れに係る継続支払 439,560

主税局 総務部 職員課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理ｼｽﾃﾑ用端末機器等の借入れに係る継続支払 540,756

主税局 総務部 職員課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分旅費の支出について（システム外分） 585

主税局 総務部 職員課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 指定医師の診断書作成料の支払いに係る支出について 45,016

主税局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 備品購入費 デジタルワイヤレスマイクシステム一式の購入 249,480

主税局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルワイヤレスマイクシステム一式の購入 249,480

主税局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 税務職員研修業務の委託に係る経費の支出（１月分） 11,927,952

主税局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（システム分） 74,288

主税局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（システム分） 20,596

主税局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 出勤管理ｼｽﾃﾑ用専用回線利用料等の継続支払（２月分） 45,360
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主税局 総務部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 120,258

主税局 総務部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 56,592

主税局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度資格取得支援に係る支援金の支出 433,717

主税局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度通信教育講座受講支援に係る支援金の支出 447,620

主税局 総務部 経理課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 世田谷合同庁舎施設管理業務契約の支払(平成30年1月) 262,116

主税局 総務部 経理課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都新宿都税事務所外1所建物管理委託(その２） 2,419,383

主税局 総務部 経理課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

文京区総合庁舎における文京都税事務所の諸経費負担 2,567,006

主税局 総務部 経理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（本庁分）（その３） 151,200

主税局 総務部 経理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（本庁分）（その３） 196,560

主税局 総務部 経理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（本庁分）（その３） 105,840

主税局 総務部 経理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（本庁分）（その３） 378,000

主税局 総務部 経理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（本庁分）（その３） 226,800

主税局 総務部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 手数料収納機データ作成委託 205,416

主税局 総務部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,227

主税局 総務部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 立川合同庁舎外1所警備委託の支払 180,360

主税局 総務部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外27点の購入 563,808

主税局 総務部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡の支出について 37,408

主税局 総務部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

役務費 東京都都税総合事務ｾﾝﾀｰ移転に伴うﾌｧｸｼﾐﾘの移設等委託 48,600

主税局 総務部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都千代田合同庁舎外5所警備委託の支払い 191,052

主税局 総務部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 品川自動車税事務所外4所警備委託の支払 134,136

主税局 総務部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都品川都税事務所(29)空調設備等改修工事実施設計 1,032,480

主税局 総務部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都北都税事務所(29)３階空調設備改修工事実施設計 1,944,000

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都豊島合同庁舎空調設備等運転保守管理業務委託 1,394,604

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都豊島合同庁舎警備等業務委託の支出 1,368,576

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 千代田合同庁舎外17所自家用電気工作物定期点検保守 382,860

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 東京都千代田都税事務所（29）便所改修工事 11,461,640

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 東京都豊島合同庁舎産業廃棄物収集運搬・処分委託 413,424

主税局 総務部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都豊島合同庁舎産業廃棄物収集運搬・処分委託 375,840

主税局 総務部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 八王子合同庁舎外２所建物管理委託(平成30年2月分) 3,607,089

主税局 総務部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 港都税事務所外５所警備委託の支払(平成30年2月分) 273,240

主税局 総務部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 賃借料等の支払い 2,414,509

主税局 総務部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都新宿都税事務所外1所建物管理委託(その２） 1,940,453

主税局 総務部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川区総合庁舎における品川都税事務所の諸経費負担 3,313,093

主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 千代田合同庁舎建物管理委託の支払(平成30年2月分) 1,363,710
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主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都江東都税事務所外1所建物管理委託の支払い 1,467,298

主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 北都税事務所外2所建物管理委託の支払(平成30年2月分) 1,741,948

主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 新宿都税事務所外5所警備委託の支払 192,780

主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 中野都税事務所外2所建物管理委託(その2)(2月分) 2,204,851

主税局 総務部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 墨田都税事務所建物管理委託の支払(平成30年2月分) 787,244

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都港都税事務所外1所建物管理委託の支払い 1,721,675

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都千代田都税事務所外34所電話設備定期点検の支払 613,375

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都荒川都税事務所における管理費等の支払い 1,262,190

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都荒川都税事務所における管理費等の支払い 295,135

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

使用料及賃借料 賃借料等の支払い 26,030,892

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 賃借料等の支払い 24,840

主税局 総務部 経理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

賃借料等の支払い 2,357,274

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都中央都税事務所外1所受付案内業務委託の支払い 562,248

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都品川自動車税事務所外4所建物管理委託の支払い 316,008

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(9か所分)に係る継続支払(2月分) 48,510

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（全事務所分）に係る継続支払 129,708

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れに係る継続支払(2月分) 24,084

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 手数料収納機の借入れに係る継続支払(2月分) 2,650,320

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 東京都品川自動車税事務所(29)給水設備等改修工事 4,190,400

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(総務部)(単価契約)(2月分) 43,173

主税局 総務部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(職員課)(単価契約)(2月分) 60,401

主税局 総務部 経理課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 品川自動車税事務所(29)給水設備等改修工事監理業務 955,800

主税局 総務部 経理課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,650

主税局 総務部 経理課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,974,368

主税局 総務部 経理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

工事請負費 東京都練馬都税事務所（29）内部改修工事 18,598,400

主税局 総務部 経理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

工事請負費 台東都税事務所外１所(29)照明設備改修工事(その２) 45,667,660

主税局 総務部 経理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

工事請負費 東京都練馬都税事務所（29）４階電話設備改修工事 8,336,520

主税局 総務部 経理課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 世田谷合同庁舎機械警備業務委託の支出 25,547

主税局 総務部 経理課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 台東都税事務所建物管理委託の支払(平成30年2月分) 543,879

主税局 総務部 経理課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによる東京都タクシー供給契約の料金継続支払 38,916

主税局 総務部 経理課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

使用料及賃借料 賃借料等の支払 19,983,059

主税局 総務部 経理課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

委託料 委託経費の支払(前払金)(中央都税事務所(16)電気工事) 1,848,960

主税局 総務部 経理課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

葛飾区総合庁舎における葛飾都税事務所の諸経費負担 2,671,063

主税局 総務部 経理課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

委託料 委託経費の支払(前払金)(中央都税事務所(16)機械工事) 1,848,960
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主税局 総務部 経理課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 自転車の収集運搬・処分委託（単価契約）の支出 105,418

主税局 総務部 経理課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 自転車の収集運搬・処分委託（単価契約）の支出 24,516

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 世田谷合同庁舎施設管理業務契約の支払(平成30年2月) 280,254

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 営繕積算システム内訳書作成システム外１点の購入 56,160

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 電動自転車(26型)外１件の買入れ 5,438,784

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 東京都豊島都税事務所(29)ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ防音壁設置工事 1,193,400

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

清掃料金等の支払 1,007,633

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 清掃料金等の支払 3,541

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 総務部経理課の携帯電話料金の支払いについて 7,050

主税局 総務部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

文京区総合庁舎における文京都税事務所の諸経費負担 1,872,776

主税局 税制部 税制課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 税務総合支援ｼｽﾃﾑ広域LAN回線ｻｰﾋﾞｽ提供契約(1月分) 6,256,051

主税局 税制部 税制課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 主税局口座振替ﾃﾞｰﾀ授受処理委託(単価契約)(1月分) 3,317

主税局 税制部 税制課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分普通旅費（紙処理分）の支出について 330

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 納入済通知書等に係るOCR･ﾃﾞｰﾀ入力処理等の委託･1月分 9,091,477

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 納入済通知書等に係るOCR･ﾃﾞｰﾀ入力処理等の委託･1月分 5,881,705

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録「地方税法規」外２点の購入 40,392

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度固定資産評価審査委員会の会議費(3月分) 5,760

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 TACSS最適化調査等委託審査委員会特別委員への謝礼② 168,448

主税局 税制部 税制課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡(３月分) 83,123

主税局 税制部 税制課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 H29郵便切手の購入に係る経費の支出及び精算(その2) 161,320

主税局 税制部 税制課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 評価審査委員会所管訴訟上告受理申立手数料の支出精算 196,000

主税局 税制部 税制課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 固定資産評価審査委員会口頭意見陳述等速記委託･2月 17,820

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 税務総合支援ｼｽﾃﾑ用ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅの借入れ(2月分) 115,248

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 住基ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ業務端末機器等借入れ(H26増設分)2月分 29,808

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 OSS･電子申告･国税連携ｼｽﾃﾑ端末機器等の借入れ(2月分) 309,939

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 新業務系ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に係る機器の借入れ(2月分) 19,440

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 税務総合支援ｼｽﾃﾑ端末機器等の借入れ(H28増設分)2月分 682,128

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 TACSS用ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅの借入れ(H28増設分)(2月分) 223,020

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 TACSSのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑに係るﾈｯﾄﾜｰｸ環境提供委託(2月分) 1,921,968

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 税務総合支援ｼｽﾃﾑ等環境提供･稼働管理委託(2月分) 72,491,220

主税局 税制部 税制課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「税制調査資料(平成30年版)」の印刷 168,480

主税局 税制部 税制課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ業務端末機器等の借入れ･2月分 200,760

主税局 税制部 税制課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「全国町･字ファイル」の購入（２月分） 10,800

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 東京都主税局基盤ｼｽﾃﾑに係るﾃﾞｰﾀｾﾝﾀの賃貸借(1月分) 6,812,400
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主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 東京都主税局基盤ｼｽﾃﾑに係るﾃﾞｰﾀｾﾝﾀの賃貸借(2月分) 6,812,400

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 電子納税ｼｽﾃﾑASPｻｰﾋﾞｽ提供業務委託(2月分) 1,188,000

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 主税局公金用金融機関ファイルの作成委託(2月分) 25,920

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 税務総合支援ｼｽﾃﾑ等消耗品の買入れ(単価契約)(1月分) 2,646,216

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(税制部)(単価契約)(2月分) 22,182

主税局 税制部 税制課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(税制部)(単価契約)(2月分) 25,248

主税局 税制部 税制課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 自動車二税申告書OCRｼｽﾃﾑ機器等の借入れ(2月分) 3,410,400

主税局 税制部 税制課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支払(2月分) 4,370,821

主税局 税制部 税制課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支払(2月分) 1,653,839

主税局 税制部 税制課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支払(2月分) 14,442,924

主税局 税制部 税制課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 主税局口座振替ﾃﾞｰﾀ授受処理委託(単価契約)(2月分) 11,263,756

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 税務総合支援ｼｽﾃﾑ端末機器等の借入れ(2月分) 10,527,867

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 主税局基盤業務ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ賃貸借(2月分) 2,138,400

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の委嘱に伴う弁護士に対する着手金等の支払 772,541

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の委嘱に伴う弁護士に対する着手金等の支払 772,541

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の委嘱に伴う弁護士に対する着手金等の支払 772,541

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の委嘱に伴う弁護士に対する着手金等の支払 772,541

主税局 税制部 税制課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の委嘱に伴う弁護士に対する着手金等の支払 772,541

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 国税連携ﾃﾞｰﾀ保存･検索閲覧ｻｰﾋﾞｽ提供業務委託(2月分) 1,648,944

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分普通旅費の支出について 8,148

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分普通旅費の支出について 6,956

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分普通旅費の支出について 8,193

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分普通旅費の支出について 33,497

主税局 税制部 税制課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 税務総合支援ｼｽﾃﾑ等消耗品の買入れ(単価契約)(2月分) 2,612,952

主税局 税制部 税制課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 納入済通知書等に係るOCR･ﾃﾞｰﾀ入力処理等の委託･2月分 8,834,739

主税局 税制部 税制課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 納入済通知書等に係るOCR･ﾃﾞｰﾀ入力処理等の委託･2月分 5,660,772

主税局 税制部 税制課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の終了に伴う弁護士に対する報酬金の支払 958,342

主税局 税制部 税制課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 訴訟事件の終了に伴う弁護士に対する報酬金の支払 958,342

主税局 税制部 税制課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録｢注釈民事訴訟/非訟書式要覧｣外8点の購入 72,914

主税局 税制部 税制課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによる東京都ﾀｸｼｰ供給契約の料金継続支払(2月分) 2,757

主税局 税制部 税制課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録｢税関係法令判例通達集｣の購入(その２) 29,325

主税局 税制部 システム管理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等の借入れ（2月分） 547,398

主税局 税制部 システム管理課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 法人二税申告書ＯＣＲシステム機器の借入れ（2月分） 3,325,536

主税局 税制部 システム管理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 TACSS等ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟに係る作業委託 7,371,000
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主税局 課税部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「個人事業税課税資料編てつ用表紙」外２点の買入れ 1,120,608

主税局 課税部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 自動車税賦課徴収に関する情報処理委託の支払(1月分) 2,382,933

主税局 課税部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 信書運搬(品川自動車税事務所外４所分)の支払(1月分) 52,326

主税局 課税部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の業務報告に係る出張旅費の支出 64,302

主税局 課税部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 有料道路通行料に係る経費の支出(課税指導課)(1月) 10,170

主税局 課税部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ﾉｰﾄ型)16台の借入れの支払(2月分) 56,160

主税局 課税部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 収納計器取扱手数料の交付(平成30年1月分) 886,960

主税局 課税部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成29年11月分における旅費の追給について 14

主税局 課税部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成29年11月分における旅費の追給について 820

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 法人設立・設置届出書及び異動届出書の印刷 714,128

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「個人事業税照会文書等発送用封筒」の買入れ 304,106

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡支出(課税指導課)(3月分) 34,785

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡支出(課税指導課)(3月分) 972

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 17,640

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 1,100

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 有料道路通行料に係る経費の支出（１月分） 5,320

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡支出(計画課)(3月分) 69,952

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡支出(計画課)(3月分) 3,546

主税局 課税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 査察調査に伴う経費の支出及び精算 20,000

主税局 課税部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「閲覧事務用品」の購入 458,445

主税局 課税部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 軽油引取税納入申告書納付書付き外10点の印刷 第2回 786,358

主税局 課税部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 自動車取得税・自動車税確認書用表紙の買入れ 139,968

主税局 課税部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 電子住宅地図（東京都千代田区分）外４４点の購入 1,950,345

主税局 課税部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 小規模事業者確定申告無料相談事業報償金の支出 7,316,000

主税局 課税部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 都たばこ販売促進事業報償金の支出について 5,587,500

主税局 課税部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,460

主税局 課税部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 自動車二税納付書（地位協定車・手書き用）の印刷 328,212

主税局 課税部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録「自動車取得税税額一覧表」29年12月現在分の購入 167,299

主税局 課税部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録「自動車取得税額一覧表 その2(30)」外1点の購入 525,000

主税局 課税部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 軽油引取税に係るデータ入力の委託の支払(2月分) 396,432

主税局 課税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 自動車税OSSﾃﾞｰﾀ保存検索閲覧ｻｰﾋﾞｽ委託の支払(2月分) 867,780

主税局 課税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 特別徴収交付金通知書発送用封筒外１点の買入れ 188,568

主税局 課税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 データ通信機器の購入（その２） 82,801

主税局 課税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 査察調査に係る旅費の支出について 1,004
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主税局 課税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 自動車二税減免申請書（下肢等障害者用）外１点の印刷 119,880

主税局 課税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(計画課外1課)の支払(2月分) 26,817

主税局 課税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(課税部)の支払(2月分) 12,960

主税局 課税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡支出(計画課)(3月後半分) 107,840

主税局 課税部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 軽油引取税に係る電算処理業務の委託の支払(2月分) 1,152,445

主税局 課税部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 石油製品の分析業務の委託(単価契約)の支払(2月分) 1,050,419

主税局 課税部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 収納計器取扱手数料の交付(平成30年2月分) 929,530

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都都税総合事務センター業務委託の支払(2月分) 46,225,296

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 申告書綴用表紙外３点の買入れ 1,068,012

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 自動車税賦課徴収に関する情報処理委託の支払(2月分) 2,895,241

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 内国研修及び研修旅費の支出について(平成30年2月分) 188,245

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 内国研修及び研修旅費の支出について(平成30年2月分) 2,712

主税局 課税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,004

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 図書「所得税確定申告の手引」の購入 123,655

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「国税データ票用紙（コスモス色）」外２点の作成 249,156

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録「行政不服審査事務提要」外４点の購入（その２） 138,348

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 文書の運搬（課税部２）（単価契約）の支払 153,792

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録「自動車取得税税額一覧表」30年1月現在分の購入 106,128

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 吸入器の購入（その２） 602,640

主税局 課税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 ビニールホース外１点の購入（その２） 146,880

主税局 課税部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 自動車二税申告書(窓口用)等の印刷(平成30年度前半) 2,249,910

主税局 課税部 計画課 平成30年03月28日
地方消費税清算
会計

地方消費税清算費 地方消費税清算費
地方消費税徴収取
扱費

負担金補助及交付
金

地方消費税徴収取扱費の支出について 1,305,118,443

主税局 課税部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 軽油引取税適正申告等普及促進事業報償金の支出 9,000,000

主税局 課税部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 作業服の洗濯 27,140

主税局 課税部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 ガラスくずの収集運搬及び処分委託(単価契約)の支払 31,525

主税局 課税部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 ガラスくずの収集運搬及び処分委託(単価契約)の支払 589

主税局 課税部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ供給契約の料金継続支払(2月分) 9,222

主税局 課税部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 平成29年度自動車二税納税協力団体に対する報償金支出 10,000,000

主税局 課税部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 平成29年度軽油品質検査事業報償金(後期分)の支出 10,190,360

主税局 課税部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 乗用車の賃貸借（単価契約）の継続支払(1月分) 106,562

主税局 課税部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 乗用車の賃貸借（単価契約）の継続支払(2月分) 187,705

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 平成30基準年度版 家屋評価計算ｿﾌﾄｳｪｱの買入れ 57,240,000

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録「地方税法規」外２点の購入 69,876

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 「ﾊﾟｰｿﾅﾙPC(ﾉｰﾄ型)の借入(3台)」に係る支払(2月分) 15,876
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主税局 資産税部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 被災地派遣の業務報告に係る旅費の支出について 78,540

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 電子住宅地図の購入（その２） 666,622

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 H29年度登通等処理業務委託(中央外10所)支払(2月分) 5,668,228

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 償却資産申告書送付用封筒(ｸﾞﾗｼﾝ1つ窓)の購入 60,480

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(資産税部)(単価契約)のH29年度支払(2月分) 51,434

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 H29年度登通等処理業務委託(千代田外11所)支払(2月分) 6,298,970

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 H29不動産取得税業務委託(八王子外１所)支払(2月分) 1,305,794

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 定形郵便等に係る料金後納支払(2月分) 14,875

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 ＵＳＢメモリの郵送等に係る後納郵便料金支払(2月分) 29,822

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 76,978

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 7,248

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 家屋評価に係る施工量等の調査事務委託支払(2月分) 3,527,820

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 平成29年度ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ供給料金支払(2月分) 9,060

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「固定資産証明・閲覧申請書」の印刷 674,697

主税局 資産税部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 償却資産申告周知チラシの印刷 273,240

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 光熱水費 差押財産の維持管理に係る経費の支出 1,450

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る継続支払(1月分) 18,248

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外1点の買入れ 1,212,213

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 乗用車の賃貸借(単価契約)に係る継続支払(10月分) 7,783

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 追録「新版競売手続実務録」外19点の購入 97,360

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 都税納付手続電話対応業務委託の継続支払(2月分) 626,400

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ｻｰﾊﾞ等機器の借入れ(納推)(長継)の継続支払(2月分) 127,440

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC等機器の借入(個都民)(長期継続)の継続支払(2月分) 83,700

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC等機器の借入(個都民4台)(長期継続)の継続支払(2月) 14,580

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 個都民滞納整理ｼｽﾃﾑ保守業務委託の継続支払(2月分) 93,841

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC（ﾉｰﾄ型）の借入れ(長期継続契約)の継続支払(2月分) 8,640

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ｽｷｬﾅの借入れ（長期継続契約）の継続支払(2月分) 5,250

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ｽｷｬﾅの借入れ(その２)（長継）の継続支払(2月分) 5,460

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不動産ﾃﾞｰﾀ提供ｻｰﾋﾞｽの利用の継続支払(2月分) 12,960

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れに係る継続支払(2月分) 3,564

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC等機器の借入れ(個都民)の継続支払(4台H29)(2月分) 21,492

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 PC(ﾉｰﾄ型)の借入れに係る継続支払(2月分) 270

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC(ﾉｰﾄ型)の借入れ(指導課)(長継)の継続支払(2月分) 5,184

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 指定代理納付者都税納付業務委託の継続支払(2月分) 1,080

113 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 PC(ﾉｰﾄ型)の借入れ(納推)(長期継続)の継続支払(2月分) 4,410

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 PC(ノート型)の借入(その2)(長継)の継続支払(2月分) 6,588

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公売のシステム利用料の支払(平成29年度第7回) 867,643

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売に伴う情報掲載の委託(単価)の継続支払(第3回) 703,405

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 機動整理課の捜索に係る兼務旅費の支出(2月分) 940

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 返信用封筒の印刷（その２） 115,128

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 納入済通知書の保管・廃棄等(単価)の継続支払(2月分) 76,269

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,070

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 平成29年度都税納税推進業務委託(1月分) 16,588,368

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 収納金等の精算・払込業務委託に係る継続支払(2月分) 2,050,974

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 インターネット接続に関する契約に係る継続支払(2月) 3,240

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 税務調査に係る照会手数料の支出 29,340

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 48,115

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 83,808

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 都税収納事務等の委託に係る継続支払(2月分) 4,930,200

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 都税還付事務処理業務委託の継続支払(2月分) 793,800

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 返信用封筒(納税推進課用)の印刷 87,372

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 お知らせ外3点の印刷 624,175

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 ｻｰﾊﾞ連携機能利用契約(単価契約)の継続支払(2月分) 268,358

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(本庁)(単価契約・長継)の継続支払(2月分) 49,769

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(納推)(単価契約)の継続支払(2月分) 28,027

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 納税推進課の電話料金の支払(ｱﾅﾛｸﾞ回線2月分) 5,440

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 料金後納郵便・料金受取人払郵便の継続支払(2月分) 328,818

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納・受取人払郵便の継続支払(単価)納推(2月分) 328,661

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納・受取人払郵便の継続支払(単価)納推(2月分) 485,521

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 都税収納代行業務委託(単価契約)に係る継続支払(2月) 10,462,300

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 最終催告書(納税推進課用)の作成 137,343

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 送付用封筒(横長判)外2点の買入れ(その2) 2,118,093

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出について（平成３０年３月処理分） 50,954

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出について（平成３０年３月処理分） 353,135

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 納税推進課の電話料金の支払(ひかり電話2月分) 253,504

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 催告書兼納付書外用封筒(自動車税以外)の作成 1,451,520

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 公簿情報請求書の印刷 161,460

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る継続支払(2月分) 3,320
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主税局 徴収部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 追録「行政不服審査事務提要」外2点の購入 55,080

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 追録「国有財産関係法令通達集」外16点の購入 77,379

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 「平成29年度個人住民税徴収対策会議報告書」の作成 140,940

主税局 徴収部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 督促状兼納付書送付用封筒(定型)・外2点の買入れ 5,775,300

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索等に伴う経費の支出について 81,000

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 裁判記録・配当表等複写代に要する経費の支出について 28,969

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公図・地積測量図等の閲覧手数料に要する経費の支出 6,726

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 裁判記録・配当表等複写代に要する経費の支出について 29,762

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公図・地積測量図等の閲覧手数料に要する経費の支出 7,698

主税局 徴収部 機動整理課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索等に伴う経費の支出について 27,000

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券の購入（資金前渡） 97,800

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 料金受取人払郵便用封筒の印刷 51,840

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 36,021

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 432

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度　捜索等に係る経費の資金前渡 64,800

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 懸垂幕の撤去取付 24,948

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 372,951

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,806

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 176,109

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 702

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットの購入 111,963

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 裁判記録・配当表等複写代に要する経費の支出 4,892

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関照会等に係る郵送料及び手数料に要する支出 1,352

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医活動報償費の支出について（２月分） 63,000

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託 208,440

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託 188,735

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 LTE対応ノートパソコン外３点の購入（資金前渡） 78,062

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 LTE対応ノートパソコン外３点の購入（資金前渡） 4,093

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託 376,920

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 15,752

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（３月確認分） 1,950

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 23,329

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 17,167

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 31,279
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主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託 212,205

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 502,323

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 料金後納郵便料金の支出（神田郵便局扱い） 11,229

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 料金後納郵便料金の支出（神田郵便局扱い） 117,223

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 料金後納郵便料金の支出（神田郵便局扱い） 62,979

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 料金後納郵便料金の支出（神田郵便局扱い） 253,856

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 345

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 4,687

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約） 38,281

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 13,402

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外３５点の購入 56,991

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外３５点の購入 13,063

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外３５点の購入 19,529

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外３５点の購入 15,810

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外３５点の購入 65,340

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約） 25,347

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約） 4,902

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約） 9,370

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,325

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 29,394

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 千代田合同庁舎　防火シャッター修繕 97,200

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図及び路線番号図マイラーの加筆修正等(単価契約) 89,019

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金の前渡（管理・一需・３月分） 148,470

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金の前渡（課税Ⅰ・一需・３月分） 8,416

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金の前渡（課税Ⅱ・一需・３月分） 7,236

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金の前渡（徴収費・一需・３月分） 7,000

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払に係る資金の前渡（管理費・役務・３月分） 4,520

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払に係る資金の前渡（徴収費・役務・３月分） 932

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外３点の購入 33,048

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外３点の購入 43,740

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外３点の購入 14,580

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る継続支払（４階固定Ａ）２月分 13,910

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度職員表彰(所属長表彰)外1件に係る資金 60,000

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出について(平成30年2月) 63,000
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主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る継続支払（６階総務課）２月分 14,288

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る継続支払（2階3階4階5階）２月分 62,413

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 クリーニングに係る資金の支出及び精算 21,384

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の支出（２月分） 8,172

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の支出（２月分） 203,048

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の支出（２月分） 220,370

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の支出（２月分） 415,447

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,426

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 調査回答費用の支出及び精算 3,550

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 調査回答費用の支出及び精算 5,914

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払(2月) 53,313

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 34,590

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 1,012

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 30,116

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 26,710

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 27,317

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 作業服の洗濯に要する経費の支出及び精算 28,944

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡に要する経費(3月分) 62,979

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京都港都税事務所(29)3階給気ファン修繕 274,320

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)に係る支出(2月分 73,950

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダー修繕 22,464

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)代金の支出 1,123

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)代金の支出 3,819

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物の収集運搬委託(単価契約)代金の支出 10,756

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 東京都港都税事務所(２９)南東壁面外植物撤去 172,800

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 東京都港都税事務所(２９)近隣建築物壁面清掃 64,800

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医報酬の継続支出について(2月分) 63,000

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京都港都税事務所（29）屋上手摺土台修繕 75,600

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 都税広報用プチマグネットバーの購入 105,300

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支出(一般後納)(2月分) 3,485

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(一般後納)(2月分) 102,736

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(一般後納)(2月分) 170,759

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(一般後納)(2月分) 385,770

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(受取人払)(2月分) 7,378
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主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(受取人払)(2月分) 7,315

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出(受取人払)(2月分) 108,520

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 現在概要記録事項証明書(債権)に係る登記手数料の支出 300

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)代金の支出(２月分) 3,720

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,715

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 25,605

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 300

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 87,783

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 25,054

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 51,467

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 法人都民税・法人事業税諸届綴の印刷 68,040

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 綴込表紙外21点の購入 42,076

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 綴込表紙外21点の購入 10,454

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 綴込表紙外21点の購入 11,906

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 綴込表紙外21点の購入 78,727

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外5点の購入 76,852

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外5点の購入 13,392

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 簡易トイレ外1点の購入 287,517

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 外国住所地への督促状送付に係る郵便代金の支出 22,880

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 封筒(長3・返信用)の刷込印刷 24,300

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 封筒(長3・返信用)の刷込印刷 64,800

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 図書の購入 30,524

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関等照会に係る回答経費の支出及び精算 6,461

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関等照会に係る回答経費の支出及び精算 3,698

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払(2月分) 12,808

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払(2月分) 3,299

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラー及び路線番号図マイラーの加筆修正 149,509

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外19点の購入 167,823

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外19点の購入 6,579

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外19点の購入 5,236

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外19点の購入 18,943

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 キーボードカバー外19点の購入 1,918

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 納期等刷り込みクリアファイルの印刷 146,448

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物の賃借 18,878
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主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 96,409

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 5,764

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 25,125

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 17,672

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 599,920

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光灯安定器交換修繕 25,920

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光灯安定器交換修繕 25,920

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 電話料金の継続支払 4,106

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（システム外・確定払い・３月前） 23,080

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医の決定に伴う報酬の支出について 72,005

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,981

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（２月分） 11,444

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支出（２月分） 124,184

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支出（２月分） 160,686

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支出（２月分） 307,451

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受取人払郵便料金の支出（２月分） 9,772

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受取人払郵便料金の支出（２月分） 8,008

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 受取人払郵便料金の支出（２月分） 136,628

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入に係る前渡金の支出 59,400

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【総務課・個人事業税班】 24,772

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【固定資産評価課・徴収課】 41,352

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【評価証明・納税証明】 7,810

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【事業税・法人・固定】 27,371

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,101

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 消防設備修繕 432,324

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 非常灯付照明器具交換修繕 77,112

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 18,410

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 200

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 42,138

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 24,998

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 58,075

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外９点の購入 82,038

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外９点の購入 40,402

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外９点の購入 11,340
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主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外９点の購入 36,050

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 マイラーの加筆修正及び地籍図作成委託（単価契約） 203,693

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託 278,640

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 22,558

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(管理　一般需用費) 24,078

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(課税　一般需用費) 40,746

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(徴収　一般需用費) 40,477

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(管理費　役務費) 24,953

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務委託の支出(平成30年2月分) 54,004

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 封筒（料金受取人払郵便）の印刷 43,200

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用油性ボールペン外１点の購入 186,282

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ利用料金(平成30年2月分)の支出(資金前渡) 3,242

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 屋内清掃作業(平成30年2月)の経費の支出(資金前渡) 14,904

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(総務課)代金の支出 5,009

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(固定資産税課)代金の支出 14,253

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(徴収課)代金の支出 8,613

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)代金の支出(1-3月分) 12,061

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金（小石川支店）の支出について(2月分) 4,139

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金（小石川支店）の支出について(2月分) 92,002

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金（小石川支店）の支出について(2月分) 186,210

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,973

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 2,604

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 8,492

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 20,521

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 45,469

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 傘の水切り機の購入 84,240

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索に係る費用の資金前渡及び精算について 66,000

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（平成２９年３月分） 184,487

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（平成２９年３月分） 216

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（平成２９年３月分） 8,785

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 複数の少額支払案件（平成２９年３月分） 1,662

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 11,560

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 1,144

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 3,434
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主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(証明・単価・2月分） 9,267

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 プリペイド式携帯電話用カードの購入 12,000

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年３月確認分） 23,256

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年３月確認分） 1,192

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年３月確認分） 9,174

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年３月確認分） 15,053

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年３月確認分） 12,763

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(総務・単価・2月分） 7,034

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事業税・単価・2月分） 8,004

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(固定・単価・2月分） 7,932

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(徴収・単価・2月分） 9,739

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医に対する報償費の支出について(平成30年2月分） 54,004

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクタ外１点の購入 113,367

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払いに要する経費の支出（２月分） 5,798

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支払いに要する経費の支出（２月分） 46,978

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支払いに要する経費の支出（２月分） 72,454

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支払いに要する経費の支出（２月分） 310,420

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,867

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 354,709

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金継続支払(平成29年　月分) 8,999

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図・路線番号図マイラー加筆修正、地籍図等作成 86,610

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷却水ポンプの修繕 237,600

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 252,799

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索実施に係る経費の支出 114,480

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 平成２９年度　預金照会に係る前渡金の支出 6,368

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成２９年度　預金照会に係る前渡金の支出 4,480

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 墨田都税事務所　屋上・壁面緑化保守及び植物管理委託 108,000

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金 94,703

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金 2,484

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金 20,030

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金 15,184

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医の報償費に係る継続支払について（２月分） 54,004

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の支出 3,930

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 3,343
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主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 4,037

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 4,037

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物の賃借 29,160

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物の収集運搬委託(単価契約) 9,768

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約) 810

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約) 2,160

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 郵便切手の購入代金の支出 61,510

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索実施に係る経費の支出 72,360

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,018

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索実施に係る経費の支出 16,200

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の継続支出（２月分） 22,816

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の継続支出（２月分） 28,815

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 284,044

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について 3,363

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について 114,891

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について 370,500

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について 25,728

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について 129,817

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 10,873

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 1,648

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 12,759

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 27,323

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 電話料金の支出について 51,390

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出 2,585

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラー等の加筆修正等作成委託（単価契約） 126,014

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用グッズ（テーブルダスター）の購入 97,200

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 都税ＰＲグッズの購入 72,900

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡について 127,872

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡について 21,350

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関における調査等に係る実費の資金前渡 6,686

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関からの送付費用に用する資金前渡 6,628

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 18,360

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の点検整備 72,576

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 マチ付きホルダー外1件の購入 1,706
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主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 マチ付きホルダー外1件の購入 64,800

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 料金受取人払封筒(固定)外２件の印刷 68,040

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 江東区臨海部コミュニティサイクルの利用 8,640

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医報償費の支出について 54,004

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不動産鑑定評価委託に係る鑑定料の支払 303,527

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する代金の継続支払について 11,403

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する代金の継続支払について 23,213

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支払について 6,796

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について 4,452

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について 188,323

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について 517,444

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラーの加筆修正外2件の委託(単価契約) 306,396

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 外部雨水桝及び側溝清掃委託 7,560

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 外部雨水桝及び側溝清掃委託 219,240

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 63,504

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 自動車の運搬費用に要する経費の資金前渡及び精算 32,400

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 自動車の運搬費用に要する経費の資金前渡及び精算 32,400

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,134

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 355

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 1,776

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託 7,799

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,265

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 577,234

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不動産鑑定評価委託に係る鑑定料の支払 267,840

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券等の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 174,000

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 東京都タクシー供給協定に基づくタクシー利用料金 28,534

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットの外1件の購入 95,904

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 デスクマットの外1件の購入 7,776

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券の購入（３月分） 185,500

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 39,701

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 2,570

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 1,620

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 3,400

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医活動にかかる報償費の支出（平成３０年２月分） 63,000
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主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支払(２月分) 83,881

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 催告用封筒の印刷 86,400

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 持ち出しフォルダー外２１点の購入 50,347

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 持ち出しフォルダー外２１点の購入 128,584

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 持ち出しフォルダー外２１点の購入 57,002

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 持ち出しフォルダー外２１点の購入 15,461

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 持ち出しフォルダー外２１点の購入 726

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 11,028

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 43,288

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 199,155

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 301,277

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不在者財産管理人の選任にかかる経費の支出及び精算 500,864

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,475

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 電話機消毒薬の購入 9,473

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラー等の加筆修正等（単価契約）に係る支出 275,913

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月中途分） 8,748

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・特別旅費の支出について（3月確認分） 9,181

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 普通旅費・特別旅費の支出について（3月確認分） 8,223

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 普通旅費・特別旅費の支出について（3月確認分） 10,323

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 普通旅費・特別旅費の支出について（3月確認分） 21,907

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 足用リラックスシート（名入れ）の購入 125,712

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによる東京都ﾀｸｼｰ供給契約の料金継続支出(２月分) 18,326

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 防寒簡易ベッド外２点の購入 48,384

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 ターポリン懸垂幕　補修作業 17,280

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラーレーザープリンター用トナーの購入（その２） 96,984

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡 140,000

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡 3,000

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡 5,000

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医の報酬の支出について（平成30年2月分） 54,004

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の継続支出（２月分） 58,015

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

協議会年会費の支出 5,000

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便切手等購入に係る経費の支出 176,000

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受取人払郵便料金の継続支出（２月分） 4,235

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 受取人払郵便料金の継続支出（２月分） 97,901
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主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 8,348

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 110,984

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（２月分） 202,808

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 平成28年度分旅行命令の訂正及び旅費の追給について 290

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＴＡＩＭＳ端末の修理 67,500

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 フラットファイル外9点の購入 55,304

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,008

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 都税広報グッズの購入 159,840

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 11,583

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（2月確認分） 14,009

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（2月確認分） 992

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（2月確認分） 14,452

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（2月確認分） 18,925

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図等ﾏｲﾗｰの加筆修正・地籍図等作成委託(単価契約) 158,355

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月確認分） 15,405

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年１月確認分） 1,848

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月確認分） 47,629

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月確認分） 31,029

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 綴込表紙外12点の購入 20,693

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 綴込表紙外12点の購入 23,863

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 綴込表紙外12点の購入 14,423

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 57,383

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 33,426

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 10,250

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 3,218

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 17,354

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る経費の準備（3月分） 30,716

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医の費用の支払について（２月分） 63,000

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 加湿機の購入 57,240

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 加湿機の購入 171,720

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 958

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物等処理委託（下半期）の支払（２月分） 14,732

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 16,416

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 24,494
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主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（概算払） 29,428

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支払（２月分 46,740

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度受取人払郵便料金の支払（2月分） 39,523

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度受取人払郵便料金の支払（2月分） 168,930

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支払（2月分） 7,726

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支払（2月分） 179,428

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支払（2月分） 525,714

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,091

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物等収集運搬委託の支払いについて（２月分） 3,402

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物等処分委託代金の支払いについて（２月分） 9,072

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 18,568

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,848

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 45,669

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 28,030

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 登記済通知書編綴背表紙の印刷 87,480

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 258,116

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支出（２月分） 10,327

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラー等加筆修正及び閲覧用地籍図等作成委託 581,925

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トイレットペーパー購入に係る支出（1月分） 38,321

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報償費の継続支払いについて 63,000

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（徴管・一需・3月分） 136,756

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（徴管・役務・3月分） 324

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（徴収・一需・3月分） 1,510

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（徴収・役務・3月分） 12,722

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 鍵の開錠及び施錠に係る資金前渡（3月分） 55,080

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 マグネットシート外２６点の購入 99,900

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（総務課２月分） 6,612

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（評価課２月分） 11,045

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（徴管班２月分） 6,396

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 263,531

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 会議室使用に伴う使用料の前渡金 300

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,890

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,118

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 固定資産税・都市計画税非課税申告書の印刷 43,740
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主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分等） 18,570

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分等） 56,243

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分等） 46,753

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払（２月分） 18,722

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支払（２月分） 309,983

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支払（２月分） 814,595

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（固定課２月分） 6,276

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（固定班２月分） 5,110

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（不動産班２月分） 9,666

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（土地班２月分） 12,242

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支払（徴収班２月分） 14,723

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 自転車等駐車場利用料金の資金前渡（４～６月分） 5,400

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによる東京都ﾀｸｼｰ供給契約の継続支払（2月分） 22,870

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁名プレート補修に係る支出 10,049

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 廃棄物処分委託に係る支出（2月分） 9,337

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 法律相談に伴う経費の支出について 353,328

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 フラットファイル外43点の購入 178,174

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 フラットファイル外43点の購入 22,939

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払（2月分） 630,449

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクリボン購入に係る支出 10,006

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラーの加筆修正外2件の委託（単価契約） 711,157

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 建築物点検に係る支出 79,708

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金の継続支払について(1月分) 40,389

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報関連用品の購入に係る経費の支出及び精算 20,123

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月・一需） 61,044

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月・一需） 25,974

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月・一需） 25,390

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月・役務） 6,423

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月・役務） 3,000

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 駐輪場代金の支出に係る資金前渡について（３月分） 27,000

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について(3月分） 4,238

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について(3月分） 7,660

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 携帯電話プリペイドチャージ代金の支出及び精算 25,000

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 料金受取人払郵便用封筒の印刷（その２） 18,468
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主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出(総務課･2月分） 9,494

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（個人･2月分） 13,073

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（固定①･2月分） 7,680

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（固定②･2月分） 8,684

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（徴収②･2月分） 14,652

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（徴収③･2月分） 2,716

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンタ外３点の購入 262,288

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月②・一需） 81,398

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医活動に係る代金の継続支出(2月分） 63,000

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

渋谷地区公営企業等暴力対策協議会会費の支出 5,000

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（法人･2月分） 24,815

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（固定③･2月分） 6,861

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（徴収①･2月分） 6,485

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 出張等に係る旅費の支給について（平成30年2月分） 11,639

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 出張等に係る旅費の支給について（平成30年2月分） 1,269

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 出張等に係る旅費の支給について（平成30年2月分） 11,388

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 出張等に係る旅費の支給について（平成30年2月分） 27,941

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 出張等に係る旅費の支給について（平成30年2月分） 18,622

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支出について（渋谷局・２月分） 5,471

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出について（渋谷局・２月分） 72,876

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出について（渋谷局・２月分） 131,495

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出について（渋谷局・２月分） 354,847

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出について（代々木局・２月分） 7,920

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受取人払後納郵便料金の継続支出について（2月分） 13,163

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受取人払後納郵便料金の継続支出について（2月分） 26,499

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 受取人払後納郵便料金の継続支出について（2月分） 113,026

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売物件に係る不動産鑑定評価委託（その２） 306,083

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,630

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 防犯カメラの購入 268,920

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月・一需③） 129,322

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便切手の購入について（その２） 221,100

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の旅行に係る旅費の支給について 29,900

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図マイラー等の加筆修正及び作成委託（単価契約） 174,425

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月・一需②） 29,664
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主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月・一需②） 22,183

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月・一需②） 28,566

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外２点の購入 263,574

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 不動産登記簿申請書（コンピューター用申請書）の印刷 42,984

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 安全衛生管理業務委任に係る報酬の支払いについて 54,004

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 163,244

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 32,939

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 54,781

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 4,536

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便切手の購入に要する費用の資金前渡及び精算 96,800

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,676

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 植物管理育成委託 550,800

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る継続支払（不動産取得税班2月分） 15,660

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託の継続支出（2月分） 6,210

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託の継続支出（2月分） 405

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託の継続支出（2月分） 945

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 地下男子トイレ小便器用自動洗浄器の修繕 75,600

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 汚水槽等清掃時に発生する汚泥の処分委託 49,680

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 8,186

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 7,410

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 5,403

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払（総務課外2月分） 19,739

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 物品棚　外２点の購入 84,780

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支出（平成30年2月分） 4,866

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（平成30年2月分） 132,302

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支出（平成30年2月分） 260,785

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 空気清浄機の点検委託 28,080

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 書類整理庫外1点の購入 226,800

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,045

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 汚水槽等清掃時に発生する汚泥の収集運搬委託 64,800

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の継続支払について 1,555

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員に係る普通旅費の支出について 27,370

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 486,832

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（その２） 86,400

129 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（その２） 79,920

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図・路線番号図マイラーの加筆修正委託の支払 268,002

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 138,937

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度 少額支払案件に係る資金前渡(３月分) 1,020

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 平成29年度 常時必要とする費用の資金前渡(３月分) 5,526

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度 常時必要とする費用の資金前渡(３月分) 4,376

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成２９年度　産業医報酬の支出について(２月分) 63,000

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 防火シャッター２か所修繕 855,468

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(複数単価契約)（２月分） 86,367

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業・一般廃棄物収集運搬委託契約代金の支出(２月分) 8,322

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託契約代金の支出について（２月分） 5,911

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 資源紙類収集運搬委託契約代金の支出（２月分） 7,959

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリアホルダー外26点の購入 163,528

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金（杉並郵便局分）の支出 1,145

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金（杉並郵便局分）の支出 186,055

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金（杉並郵便局分）の支出 331,771

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 14,125

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 67,773

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 33,022

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,128

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 防草シートの敷設 91,800

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 246,629

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払（２月分） 2,030

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 23,447

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 36,504

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 972

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 3,590

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 113

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 1,580

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 449,848

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 植木の賃貸借の支払いについて 10,368

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用物品(ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外2点)の購入に係る経費の支出 18,381

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 豊島合同庁舎トイレ内換気設備交換 626,400

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の継続支払 96,282
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主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 携帯電話のプリペイドカード購入に係る経費の支出 21,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 マグネットシート外22点の購入 65,068

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 マグネットシート外22点の購入 18,900

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 マグネットシート外22点の購入 13,049

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 マグネットシート外22点の購入 10,916

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 マグネットシート外22点の購入 40,071

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）の支出 39,991

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託（単価契約） 1,578

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託（単価契約） 6,318

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

税務署における区契約の複写機利用による負担金の支出 51,771

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 194,612

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料の支出 12,459

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料の支出 52,794

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料の支出 118,014

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料の支出 237,536

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 豊島合同庁舎地下１階防犯カメラ増設工事 214,920

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医に係る報償費の支出について（平成30年2月分） 63,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,031

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 住宅地図外５点の購入 972

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外５点の購入 183,708

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外５点の購入 67,068

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 18,173

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 200

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 5,964

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 21,377

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 9,105

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 広報用グッズ(ノック式蛍光ペン外1点)の購入 160,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 豊島合同庁舎都税系統熱源制御指示調節計の更新 1,296,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 豊島合同庁舎冷温水二次ポンプ用各インバーターの交換 1,512,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 25,402

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費
負担金補助及交付
金

税務署における区契約の複写機利用による負担金の支出 104,120

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 89,640

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 71,971

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図及び路線番号図ﾏｲﾗｰの加筆修正等並びに作成委託 149,239
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主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 133,229

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 7,000

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 2,070

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 7,043

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 6,462

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 3,364

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物の賃借（２月分） 10,594

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）総務・固定課 4,861

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）総務・固定課 15,339

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（下半期） 75,600

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（下半期） 32,400

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出について（2月分） 54,004

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車点検整備（単価契約）について 65,880

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（王子郵便局） 574

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（王子郵便局） 107,935

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（王子郵便局） 331,264

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 11,643

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 6,731

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 10,641

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約）の継続支払 17,700

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)の継続支払 2,187

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託(単価契約)の継続支払 729

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,665

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 ２階会議室改修工事 818,413

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 植物の維持管理委託 85,536

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）固定資産税窓口 4,950

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）徴収課 9,600

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 191,961

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 内壁の補修 722,520

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金の支払 13,701

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券の購入に要する資金前渡及び精算について 183,500

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 東京都北都税事務所(29)1階・3階トイレ改修工事 2,217,240

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 地図の購入（その３） 60,372

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 マイラーの加筆修正等の委託（単価契約） 414,001
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主税局 北都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 都税ＰＲ用エコバッグの購入 137,160

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 安全衛生管理者(産業医)の業務委託の継続支出(２月分) 54,004

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡及び精算（３月分） 15,231

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡及び精算（３月分） 1,811

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡及び精算（３月分） 2,280

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 2,716

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡及び精算（３月分） 148,838

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物の収集運搬、処分委託（単価契約）継続支出 9,042

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約）継続支出 1,485

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約）継続支出 2,079

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 プリペイドカードの購入に係る資金前渡及び精算 12,000

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 19,739

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（３月確認分） 1,190

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 12,996

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 9,551

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 16,053

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 駐車券の購入 270,000

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納による郵便物の差出及び経費の支出(２月分) 3,516

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納による郵便物の差出及び経費の支出(２月分) 61,600

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納による郵便物の差出及び経費の支出(２月分) 67,792

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納による郵便物の差出及び経費の支出(２月分) 252,675

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続支払（２月分） 35,636

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,120

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ供給契約に関する継続支出(2月分) 6,820

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 「原符等編てつ票」外１件の印刷 111,240

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算について 68,350

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れに係る支払について(平成30年2月分) 10,368

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医に対する支払について（平成３０年２月分） 54,004

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件前渡金準備（一般需用費） 183,119

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払い案件前渡金準備（役務費） 324

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 照会費用とマークシートの購入に係る経費の前渡金準備 7,451

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便料金及び各種手数料に係る経費の前渡金準備 7,596

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 自転車の賃借に係る前渡金準備 400

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬及び処分業務委託(単価契約)の継続支出 6,868
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主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 廃棄物収集運搬及び処分業務委託(単価契約)の継続支出 4,536

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の追給について（平成29年度分） 8,400

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）2」の継続支払 7,977

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 上下水槽等清掃時に発生する汚泥の処分 45,360

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）1」の継続支払 9,288

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）3」の継続支払 11,750

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）4」の継続支払 6,858

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）5」の継続支払 14,061

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）6」の継続支払 7,914

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月分） 20,410

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月分） 33,919

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月分） 36,187

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支払（平成３０年２月分） 1,819

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払（平成３０年２月分） 152,962

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払（平成３０年２月分） 495,084

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,054

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 上下水槽等清掃時に発生する汚泥の収集運搬 64,800

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 相続財産管理人の選任に係る経費の支出及び精算 1,000,000

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 携帯電話用のプリペイドカード購入に係る経費の支出 10,000

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 410

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 134,611

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットの購入 607,500

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図及路線番号図ﾏｲﾗｰの加筆修正等委託(単価契約） 322,050

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度　報償費（産業医）の継続支払について 63,000

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金の前渡について 89,523

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関に対する預金調査回答費用等に係る資金前渡22 17,192

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関に対する預金調査回答費用等に係る資金前渡22 3,538

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写サービス契約」に係る継続支払いについて(2月) 72,255

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 392,923

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒刷込及び「交付整理票」の印刷 43,200

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 封筒刷込及び「交付整理票」の印刷 33,696

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬委託(単価契約)の支出（２月分） 12,704

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 廃棄物処分委託（単価契約）の支出（２月分） 2,358

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 所属長表彰副賞の購入に係る資金前渡について 17,560
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主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（２月分） 7,395

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（２月分） 263,349

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払について（２月分） 622,464

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の追給について 4,536

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の追給について 1,728

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,083

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 ボールオブジェ不具合箇所新規部品購入 125,280

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 紙こより外１２点の購入 57,309

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 紙こより外１２点の購入 834

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 紙こより外１２点の購入 120,031

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 紙こより外１２点の購入 102,578

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の追給について 648

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関に対する預金調査回答費用等に係る資金前渡23 15,517

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関に対する預金調査回答費用等に係る資金前渡23 7,858

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 相続財産管理人の選任申立手数料に係る資金前渡 800

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 公売代金残余金及び振込手数料の支出について 864

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索に伴う開錠費用等に係る経費の支出について 150,000

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払(2月) 14,337

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月確認分) 18,045

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年3月確認分) 3,416

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月確認分) 61,597

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月確認分) 35,961

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 電動ドリル外５点の購入 108,432

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 電動ドリル外５点の購入 23,490

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 電動ドリル外５点の購入 18,360

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 電動ドリル外５点の購入 25,920

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図・路線番号図ﾏｲﾗｰの加筆修正と地籍図作成委託 649,749

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 空気清浄機保守委託 10,692

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に要する経費（役務費）３月分 3,762

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複写代等に要する経費（３月分） 3,244

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便料等に要する経費（３月分） 6,426

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便切手の購入に要する経費 309,800

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 149,812

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支払（２月分） 28,446
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主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支払（２月分） 8,198

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支払 9,370

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）（２月分） 12,385

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託（単価契約）（２月分） 1,134

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託（単価契約）（２月分） 6,123

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の継続支払（２月分） 5,284

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払（２月分） 115,917

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の継続支払（２月分） 580,532

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 料金受取人払後納郵便料金の継続支払（２月分） 5,544

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 料金受取人払後納郵便料金の継続支払（２月分） 162,409

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医への報償費の支払について（2月分） 63,000

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,149

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,078

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 58,752

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 28,675

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 4,768

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 46,321

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 57,264

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払（２月分） 29,304

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車点検整備（単価契約） 215,892

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 料金受取人払用封筒の印刷 40,176

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 衛生用品の購入（２月～３月分） 74,304

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図及び路線番号図マイラー加筆修正並びに作成委託 678,768

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費・一般需用費） 91,920

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件（管理費・役務費） 3,996

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（課税事務費・一般需用費） 14,968

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関の預金調査等実費 15,219

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 預金調査に係る振込手数料等 4,740

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 自動車検査登録印紙購入 15,000

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度安全管理（産業医）業務に伴う報償費 54,004

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダー外47点の購入 159,526

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 シュレッダー外47点の購入 6,333

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 シュレッダー外47点の購入 119,072

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 シュレッダー外47点の購入 8,354
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主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金（葛飾区役所内郵便局）の支払い 2,360

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金（葛飾区役所内郵便局）の支払い 102,824

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金（葛飾区役所内郵便局）の支払い 473,296

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金（葛飾郵便局）の支払い 28,149

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金（葛飾郵便局）の支払い 195,390

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約に係る経費の支出 63,056

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外５点の購入 63,417

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,600

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月9日まで確認分） 10,353

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月9日まで確認分） 9,949

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月9日まで確認分） 11,880

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金の継続支払い 414

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度安全管理（産業医）業務に伴う報償費 54,004

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 納期内納税等ＰＲ用品の購入 173,880

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 地籍図・路線番号図・閲覧用地籍図の加筆修正作成委託 410,140

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不在者財産管理人選任申立てに係る家事予納金の振込 800,864

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読に係る経費(3月分) 9,270

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 少額支払案件（納税広報費・一般需用費）（3月分） 4,148

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(課税事務費・一般需用費)（3月分） 44,709

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(徴収事務費・一般需用費)（3月分） 10,260

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 金融機関照会に係る経費（一般需用費）（3月分） 12,496

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 金融機関照会に係る経費（役務費）（3月分） 7,050

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理費・一般需用費)（3月分） 37,664

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件(管理費・役務費)（3月分） 2,648

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京都江戸川都税事務所４階天井修繕 130,680

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医報償費の支出について（平成３０年２月分） 63,000

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写サービスに関する契約（固定資産税課外１課） 22,411

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）の支払（2月分） 10,800

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託の支払（2月分） 891

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託の支払（2月分） 5,151

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「複写サービスに関する契約（総務課外３課）」 36,995

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払い（江戸川郵便局）（2月分） 2,630

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支払い（江戸川郵便局）（2月分） 116,618

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支払い（江戸川郵便局）（2月分） 626,050
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主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支払い（小岩郵便局）（2月分） 15,840

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支払い（葛西郵便局）（2月分） 16,344

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(課税事務費・一般需用費)（3月分の2） 59,000

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,048

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録（行政不服審査事務提要外１点）の購入 51,408

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 追録（行政不服審査事務提要外１点）の購入 11,016

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 葛西駅西口駐輪場使用料（4月～6月分） 10,080

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外の購入 115,992

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 住宅地図外の購入 36,936

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 18,172

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 37,848

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 12,938

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 416,546

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,497

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 18,037

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 相続財産管理人選任申立て事件に係る家事予納金の振込 1,004,639

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 相続財産管理人選任申立て事件に係る家事予納金の振込 1,000,864

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 デスクマット外3点の購入 141,910

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 デスクマット外3点の購入 60,289

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマット外3点の購入 291,620

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 料金後納郵便封筒の印刷 49,896

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 文書保存箱の運搬 124,200

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 捜索実施経費の資金前渡の支出及び精算（3月分） 6,480

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡金の支出及び精算(3月分) 7,810

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 税務照会費用に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 7,602

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 税務照会費用に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 4,262

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡金の支出及び精算(3月分) 4,900

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 9,000

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 104,595

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 756

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 1,360

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算（3月分） 3,369

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡の支出及び精算(3月分) 2,900

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 産業医活動に基づく報償費の支払について（２月分） 54,004
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主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度　一般廃棄物収集運搬委託（単価契約） 26,536

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 携帯電話プリペイドカード購入の資金前渡及び精算 16,000

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 2,705

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 平成29年度産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 6,313

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵券購入に要する資金前途及び精算について 165,400

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）総務課外8台 86,686

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支給について 31,510

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支給について 11,123

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支給について 13,578

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支給について 26,729

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリアポケット外18点の購入 70,166

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 クリアポケット外18点の購入 42,908

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 電話料金の継続支払(2月分) 6,835

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 下水槽清掃時に発生する一般廃棄物（汚泥）の収集運搬 99,480

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支出について（2月分) 9,277

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支出について（2月分) 43,322

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支出について（2月分) 188,409

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度後納郵便料金の継続支出について（2月分) 839,400

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,234

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,127

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,296

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外4点の購入 13,220

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外4点の購入 5,614

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 花の種の購入 129,600

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 中学生の「税についての作文」外1点の印刷 264,330

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,611

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 468,178

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 粗大ごみ・廃蛍光灯管（産業廃棄物）収集運搬・処分 74,304

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 粗大ごみ・廃蛍光灯管（産業廃棄物）収集運搬・処分 106,056

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 応接椅子外2点の購入 173,877

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 応接椅子外2点の購入 2,160

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 法規類追録の購入 18,360

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 登記済通知書の複写代の支出について 47,720

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物リース 10,152
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主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン購入に係る資金前渡 14,000

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 預金照会に係る資金前渡 11,982

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 預金照会に係る資金前渡 10,840

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 駐輪場・駐車場使用料に係る資金前渡 2,100

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（府中） 34,358

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（小平） 13,496

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 183,929

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 432

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月05日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 348,206

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 3,701

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託の継続支払（単価・立川） 2,214

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託の継続支払（単価・立川） 9,039

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬処理委託の継続支払（単価・立川） 3,052

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 一般廃棄物収集運搬処理委託の継続支払（単価・立川） 12,560

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 資源ごみ収集運搬委託に係る継続支払（単価・立川） 8,964

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医報酬の継続支出について 81,001

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月12日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 需用費 一般需用費 懸垂幕の作成 135,000

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 預かり証の印刷 37,584

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月13日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員に係る旅費の支出（平成30年3月分） 18,174

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 丸筒外１５点の購入 160,067

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 丸筒外１５点の購入 91,681

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬処理委託費の継続支払(単価・小平) 2,557

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 一般廃棄物収集運搬処理委託費の継続支払(単価・小平) 3,792

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　旅費の支出について（平成30年2月分） 41,714

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度　旅費の支出について（平成30年2月分） 1,185

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成29年度　旅費の支出について（平成30年2月分） 37,442

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成29年度　旅費の支出について（平成30年2月分） 48,218

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 平成29年度　旅費の支出について（平成30年2月分） 56,371

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 335,981

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 後納郵便の継続支払について 13,598

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便の継続支払について 98,906

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便の継続支払について 217,195

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便の継続支払について 914,790

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事業税課） 20,578
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主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（総務課外６か所） 44,855

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 軽油採取用貸与被服のクリーニングに係る経費 22,000

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 郵便切手購入に要する経費の資金前渡及び精算 25,600

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便切手購入に要する経費の資金前渡及び精算 98,000

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,458

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,980

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,188

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 屋上緑化等施肥作業委託（立川合同庁舎） 189,000

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 登記済通知書の複写代の支出について 158,970

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 登記済通知書の複写代の支出について 60,933

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 340,611

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 小平合同庁舎クーリングタワー用給水管交換修理 345,600

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金継続支払 42,533

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 217,482

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 電子地図外1点の購入 237,168

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 小平合同庁舎車止め取替工事 464,400

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 登記済通知書の複写代の支出について 33,600

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 封筒の所名等の刷込み印刷（納税班） 12,960

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

役務費 複写サービスに関する契約に係る複写機の移設（富士ゼ 43,200

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,989

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 64,565

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 3,932

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 平成29年度複数の少額支払い案件に前渡金の準備 324

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払い案件に前渡金の準備 12,753

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 216

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,224

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出(委託室) 9,126

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出(自動車課) 12,411

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出（総務課） 4,185

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出（品練足） 27,731

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出（八・多） 14,332

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出（コール） 7,169

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 140,663

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 123,029
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主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 公共料金（電話料金）の支払いに係る資金前渡及び精算 11,253

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,263

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

役務費 複写サービスに関する契約に係る複写機の移設（コニカ 46,980

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 12,948

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 26,021

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 9,428

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,336

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 後納郵便料金の支出 639,876

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 後納郵便料金の支出 2,063,958

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 料金受取人払郵便の支出 50,996

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 料金受取人払郵便の支出 97,617

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出(還付課） 5,208

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,746

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 78,035

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 58,734

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,878

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,724

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,180

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,646

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,597

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,457

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 豊島合同庁舎ゴンドラ設備点検委託 66,960

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 施設整備費
都税事務所等整備
費

工事請負費 東京都都税総合事務センター（29）外壁看板等撤去工事 891,000

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 公共料金（電話料金コールセンター）の支払いに係る資 32,003

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 108,748

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月27日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払 3,009

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 スチールユニットキャビネット外9件の購入 223,264

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,332

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月02日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 33,725,208

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月02日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ３月分  税務総合支援システム（還付充当） 1,751,629

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月02日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 986,000

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 407,245,631

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月09日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ３月分  税務総合支援システム（還付充当） 2,090,320

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 657,612
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主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月15日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 郵便払出金済否調査請求に係る手数料の支出について 26,240

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 78,480,187

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月16日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ３月分  税務総合支援システム（還付充当） 2,339,285

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 1,922,866

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月26日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 75,068,020

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月26日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ３月分  税務総合支援システム（還付充当） 403,274

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月26日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 1,015,140

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月28日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 都税還付金等（固定資産税（土地家屋））の資金前渡に 3,300

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 49,708,462

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月30日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ３月分  税務総合支援システム（還付充当） 233,682

主税局
都税総合事務セン
ター

還付管理課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

３月分  税務総合支援システム（還付充当） 562,107

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスその２（単価契約） 132,956

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 80,340

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 69,271

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分）に要する資金 239,802

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分）に要する資金 3,888

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 「国際不動産見本市(MIPIM)2018」の経費の支出 44,508

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 「国際不動産見本市(MIPIM)2018」の経費の支出 269,891

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃貸借（長期継続契約） 10,962

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 92,882

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約） 65,004

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 85,810

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 セキュリティプライバシーフィルター他６件の購入 266,220

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 「パーソナルコンピュータの借入れ（長期継続契約）」 44,064

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 「プリンタの借入れ（長期継続契約）」に係る支出 15,336

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物の賃貸借 34,884

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックスの借入れ（長期継続契約） 19,224

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 局首スケジュール管理用パソコンの賃借に関する支出 6,782

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書（平成30年版東京都区市町村組織人事一覧）の購入 54,000

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 「日刊新聞」の購入（朝日外７件） 279,178

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 郵券等の購入について 152,900

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 図書（積算資料　印刷料金　2018年版）の購入について 3,703

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会（総括質疑）の開会に伴う経費 264,000

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 平成29年度都市整備局情報セキュリティ監査実施委託 842,400
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都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣(秘書事務)(単価契約)に係る支出 205,632

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録（情報公開の実務）の購入 12,330

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 追録（「JIS（日本工業規格）土木及び建築」外６件） 224,892

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録（職員録総覧）の購入 32,400

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度 都市整備局ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの賃借(長期継続契約) 217,003

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　都市整備局ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの賃借(長期継続契約) 63,715

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月19日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 使用料及賃借料 平成29年度　都市整備局ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの賃借(長期継続契約) 5,333

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録（「現行日本法規」外１件）の購入 50,616

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 30年予算特別委員会（しめくくり総括質疑）に伴う経費 88,000

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,551

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 追録（建設リサイクル実務要覧）の購入 8,046

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 「都市計画のあらまし　平成２９年版」の翻訳 756,000

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 平成２９年度広報用携帯タブレット端末に係る支払 8,404

都市整備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 平成29年度インターネット光回線の支払について 6,026

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修「市街化区域農地の研修会」経費の支出 12,000

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 派遣研修「市街化区域農地の研修会」経費の支出 216

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 海外出張に伴う旅費の支出及び精算(MIPIM2018) 439,864

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出について 4,320

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度弁護士報酬の支払について(2月分) 3,270

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 報償費 職層別研修「新任研修（後期）」経費の支出について 46,900

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出及び清算について 6,480

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出及び清算について 6,480

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出及び清算について 4,320

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 福島県復興･復旧現場調査にかかる経費の支出について 1,155

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修「遊戯施設技術基準講習会」に係る経費の支出 26,000

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 派遣研修「遊戯施設技術基準講習会」に係る経費の支出 216

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修「遊戯施設技術基準」講習会に係る経費支出 52,000

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 派遣研修「遊戯施設技術基準」講習会に係る経費支出 432

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出及び清算について 3,240

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出について 3,240

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 貨客混載事業の開始式典出席に係る旅費の支出 67,498

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(国交省派遣者・2月分) 40,292

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 病気休職に係る診断書作成料の支出について 4,000

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出(平成30年2月分・システム対象外) 5,833
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都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(国土交通省派遣者・12月分) 70,320

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(国土交通省派遣者・１月分) 244,831

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出(平成30年2月システム対象分) 89,741

都市整備局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(国土交通省派遣・平成30年2月分) 33,828

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 平成29年度都営住宅工事内訳書ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ及び端末機器賃 176,612

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMS端末のハードディスクの故障に伴うデータ復旧に 54,000

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 TAIMS端末のハードディスクの故障に伴うデータ復旧に 432

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 都市整備局CADｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器賃貸借（長期継続契約） 5,978

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 都市整備局CADｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器賃貸借（長期継続契約） 2,989

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 都市整備局CADｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器賃貸借（長期継続契約） 1,328

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 使用料及賃借料 都市整備局CADｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器賃貸借（長期継続契約） 1,495

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 18,883

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 12,182

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 6,091

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 2,436

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 7,919

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 平成２９年度土木工事設計システム用機器等の借入れ 8,528

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 積算資料電子データ版の購入 449,280

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 建設物価電子データ版の購入 281,880

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 委託料 平成２９年度監視区域地価調査業務委託の実施について 162,354

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借に係る経費の支出 18,036

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの賃貸借に係る経費の支出 15,336

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 使用料及賃借料 建設発生土システム用機器の賃貸権に係る経費の支出 100,275

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 地理情報ｼｽﾃﾑのｿﾌﾄｳｪｱの借入れに係る経費の支出 215,460

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 地理情報ｼｽﾃﾑの電子ﾃﾞｰﾀ作成機器借入に係る経費支出 21,276

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 都市計画道路相談窓口対応機器の借入れに係る経費支出 49,680

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 地理情報システムの機器の借入れに係る経費の支出 147,852

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 地理情報システムの機器の借り入れに係る経費の支出 33,696

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 役務費 東京都景観審議会の速記委託（単価契約）の支出 34,560

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 海外出張旅費の支出について（MIPIM2018への参加） 439,846

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃貸借に係る経費の支出 6,804

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 需用費 一般需用費 図書(平成29年都道府県地価調査データ(CD-ROM))の購入 270,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都国土調査推進協議会への負担金 50,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 平成29年度土地利用現況調査（多摩地域・Ｂブロック） 79,920,000
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都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外出張旅費の支出について（30年2月9日締め） 256,526

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 需用費 一般需用費 「東京都の国土調査　平成２９年度」の印刷 294,300

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 特別旅費 平成29年度第4回計画部会の費用弁償の支出 4,486

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 特別旅費 広告物審議会規格等検討小委員会の費用弁償 4,442

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 委託料 平成29年度土地・建物状況調査電算集計委託 7,215,939

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 平成30年第一回都議会定例会に伴う宿泊経費の支出 34,400

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の資金前渡 77,857

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の資金前渡 838

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 平成29年度土地利用現況調査業務委託（Ｃブロック） 81,000,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 役務費 東京都広告物審議会の速記委託の支出（単価契約） 38,880

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（大阪市ほか）（確定払） 184,204

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに係る経費の支出 213,068

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 都市計画情報等ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ提供ｻｰﾋﾞｽ委託に係る経費の支出 577,800

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（1月分） 55,926

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（1月分） 33,667

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出について（大島） 20,150

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡 267,500

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡 31,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 「届出・事前協議制度による東京の景観形成」の印刷 118,800

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 役務費 東京都景観審議会の速記委託（単価契約）の支出 25,920

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 公共工事土量調査及びシステム改良に関する業務委託 5,626,800

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 平成30年第一回都議会定例会に伴う宿泊経費の資金前渡 35,200

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村緑地保全事業に対する都費補助支出 120,000,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（黒色）外1件の購入 385,810

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 東京都都市計画審議会の速記委託（単価契約）２月分 31,752

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 特別旅費 土地利用調査特別委員会の報酬及び費用弁償の支出 5,116

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費 需用費 一般需用費 図書(2017年版全国マンション市場動向(CD-ROM))の購入 54,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 都市づくりのグランドデザイン本冊等の増刷 982,368

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外出張旅費の支出（H30.3.9全庁締め） 312,284

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 水資源対策費 旅費 普通旅費 近接地内外出張旅費の支出（H30.3.9全庁締め） 660

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について（29年3月分） 3,499

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年2月処理分） 177,200

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年2月処理分） 24,312

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年2月処理分） 6,548
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都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年2月処理分） 15,804

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年2月処理執行委任分） 4,814

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 平成30年1定開催に伴う所要経費の支出及び清算 132,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 都市計画道路網図等整備状況等管理機器借入の支出 14,904

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 都市計画道路網図等の整備状況等管理機器の賃貸借 4,244

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出 95,622

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出 30,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 役務費 平面図作成作業に伴う経費の支出 75,600

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 54,774

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 武蔵野地上部街路話し合いの会中間まとめ編集会議 25,143

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 武蔵野地上部街路話し合いの会中間まとめ編集会議 62,766

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る支出 189,610

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29多摩地域における都市計画道路調査委託 6,350,400

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 平成29年踏切対策に関する検討調査委託 4,860,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29多摩地域における都市計画道路調査委託（その２） 9,979,200

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29広域交通ネットワーク形成等に関する調査委託 38,880,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 平成３０年予特開催に伴う所要経費の支出及び清算 132,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出 250,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出 130,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 役務費 郵券購入に係る経費の支出 46,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスの支出（２月分） 208,107

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスの支出（２月分） 100,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（２月分） 28,013

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（２月分） 10,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス２の支出（２月分） 8,424

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29高速道路ネットワークの計画検討に関する調査委託 23,600,812

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29区部における都市計画道路調査委託 13,392,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29東京都市圏総合都市交通体系調査委託 4,244,400

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 H29多摩地域における都市計画道路調査委託（その４） 8,067,600

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトの購入 160,704

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

地下高速鉄道整備事業費補助の支出について 715,509,232

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 実施運営等業務委託企画提案審査委員会の報償費支払い 38,969

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 武蔵野地上部街路話し合いの会中間まとめ編集会議 37,623

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の追給について 22,303
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都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 新宿ターミナル協議会の出席に係る謝金の支払い 25,980

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

「第4次 1/2,500地形図更新事業」29年度負担金の支出 84,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 公共交通の快適な利用に関する広報等業務委託 23,355,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都運輸事業振興助成交付金の支出 128,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出 205,358

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出 100,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 公有財産購入費 土地買収代金の支出について 192,648,750

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 報償費 武蔵野地上部街路話し合いの会中間まとめ編集会議 20,922

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年3月処理分） 536,062

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年3月処理分） 79,582

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年3月処理分） 45,358

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（平成30年3月処理分） 18,873

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 平成29年度東京における航空機能に関する調査委託 4,266,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 今後の都市像を支える都市基盤整備基礎調査委託その2 6,793,200

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成29年度地域間幹線系統確保維持費補助金の支出 51,515,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員の一時帰庁旅費の支出(平成30年1月・岩手県) 28,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員の研修参加に係る旅費の支出（岩手県） 29,457

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 平成29年度ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ普及啓発ｾﾐﾅｰの開催に伴う支出 14,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度震災復興ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催に係る運営補助委託 864,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度都市復興訓練の運営補助委託（その2） 3,211,289

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 大学の説明会の訪問に要する経費の支出について 42,230

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 デスクトレー外６件の購入 62,704

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 25,920

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 17,280

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 36,288

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 13,824

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 17,280

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 8,640

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 17,280

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日
都市開発資金会
計

用地費 用地費 用地買収費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 5,184

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 一般需用費 平成28年度市街地整備部一般会計・特別会計決算資料 31,104

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 507

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度震災復興ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおける託児サービス委託 86,648

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 報償費 事実関係調査の実施に係る謝礼金の支出について 205,052
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都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 沿道一体十条地区埋蔵文化財発掘調査の支払（4回目） 33,453,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度移転資金貸付金管理ｼｽﾃﾑ運用保守委託２月分 261,090

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 A0スキャナ複合機の賃貸借に係る経費の支出（２月分） 49,140

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 東京都被災宅地危険度判定士実務講習会の講師謝金 83,300

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会開催に伴う宿泊経費の支出 105,600

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員の一時帰庁旅費の支出(平成30年2月・岩手県) 28,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 派遣職員の一時帰庁旅費の支出(平成30年2月・宮城県) 28,440

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度1月分) 4,615

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度1月分) 120,745

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度1月分) 29,010

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度1月分) 46,700

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 質権設定承諾書の確定日付押印手数料の支出（３月分） 1,400

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 用地会計の起債に伴う土地売払い代金の支出（高輪） 34,916,565

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 6,183

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 5,225

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 6,291

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 21,347

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 19,196

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 330

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 41,859

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 21,257

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 1,886

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 9,906

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 11,228

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 37,576

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 12,625

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 6,095

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 32,451

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・一般会計分） 9,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・臨海分） 16,996

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分・街路整備） 1,203

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣（給与等一般事務）に係る支出 216,691

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 平成29年度口座振替処理委託（単価契約）２月分 272

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 平成29年度震災復興シンポジウム開催経費の支出 208,495
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都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 TAIMS端末修理代金の支払 55,188

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 平成29年度震災復興シンポジウムに伴う経費の支出 55,800

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 平成29年度震災復興シンポジウムに伴う経費の支出 432

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 9,808

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 19,617

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 88,275

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 9,808

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 9,808

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 9,808

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 9,808

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス経費支出(単価契約)(2月分) 19,617

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 1,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 2,791

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 12,557

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 1,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 1,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 1,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 1,395

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）（2月分） 2,791

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 1,553

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 3,106

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 13,973

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 1,553

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 1,553

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 1,553

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 1,553

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス（FAX付）2月分支出 3,106

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 70,897

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 16,620

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 18,593

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 660

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 16,967

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 12,284

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

役務費 後納郵便料の支払（平成30年3月支払分・一般会計） 82
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都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 1,148

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 2,296

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 10,336

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 1,148

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 1,148

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 1,148

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 1,148

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月19日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービス経費支出(単価契約)（2月分） 2,296

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 一般会計から都市開発資金会計への支出について 890,454,654

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度田端地区埋蔵文化財調査委託の支出(第2回) 44,798,400

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫の購入 102,600

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 予算特別委員会開催（しめくくり）に伴う経費の支出 17,600

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（区画整理・2月分） 46,940

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（延焼・2月分） 15,647

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 賃貸借契約に係る諸費用の支出（平成29年度1・2月分） 292,908

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 賃貸借契約に係る諸費用の支出（平成29年度1・2月分） 24,872

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録「都市計画法規集」外7件の購入 107,650

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度移転資金貸付金収納等委託(単価契約)２月分 384,817

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 都営高砂アパート跡地用地管理委託（単価契約）第３回 4,752

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,087

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 追録「行政不服審査事務提要」外2件の購入 94,932

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 追録「現行都市計画六法」の購入 33,917

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 補助26号線コーディネート業務の支払 9,940,187

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

報償費 第3回避難場所調査検討委員会経費支出 94,050

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

報償費 不燃化セミナー（渋谷区）の開催に伴う経費の支出 32,056

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

報償費 不燃化セミナー（足立区）の開催に伴う経費の支出 36,096

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

委託料 29木密地域不燃化10年プロジェクト効果等検証委託 6,296,400

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン事
業室

平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

委託料 多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）策定調 8,964,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ料金の支払(平成30年1月分) 10,447

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 104,054

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 追録の購入（消防設備法令実務総覧外4件） 49,998

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ及びレーザープリンタの賃貸借 25,272

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 使用料及賃借料 台帳記載事項証明発行用パソコン及びプリンタの賃貸借 21,492
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都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借〔長期継続契約〕(2月分) 4,428

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 平成２９年度建築確認申請等書類集配業務委託(2月分) 295,110

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 棚の購入 462,380

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 棚の購入 218,365

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 役務費 平成29年度廃棄文書機密抹消処理委託(単価契約)の支出 6,480

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成29年度廃棄文書機密抹消処理委託(単価契約)の支出 14,850

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 特別旅費 東京都附属機関構成員の費用弁償の支出（30年2月分） 30,618

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 書籍(工事請負契約約款の解説)の購入及び精算 3,888

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 CD-ROMの購入(駅すぱあと年間ｻﾎﾟｰﾄ更新料)及び精算 8,640

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会(総括質疑)開催に伴う所要経費 52,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 郵便切手の購入及び精算 350,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 役務費 郵便切手の購入及び精算 443,300

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 報償費 訴訟対応に係る相談の実施における報酬の支払について 20,832

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 報償費 構造計算適合性判定委員会の補助員への経費の支出 223,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 報償費 平成29年度建設業許可申請等相談員謝礼金支出(２月分) 741,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 役務費 料金後納郵便の支出と精算について 77

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 建設業法及び住宅瑕疵担保履行法に係る業務委託2月分 5,843,988

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 建設業許可情報電算処理の入力データ作成委託(２月分) 103,175

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 定期報告（設備）に係る予備審査等の支払（１月分） 481,097

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 H29経営事項審査入力データ作成委託（単価契約2月分） 93,360

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 役務費 平成29年度郵便料金計器（後納）の支出（２月分） 184,374

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 書籍(JIS A4304:2016(和文冊子)外2件)の購入 13,028

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 平成29年度東京都建築士審査会の速記委託の支出 20,520

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 需用費 一般需用費 「住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の手引」の印刷 69,400

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入(ﾌﾞﾙｰﾏｯﾌﾟII東京都台東区 201709　外10件) 380,160

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 H29定期報告概要書電子データ化委託(単価契約) 1,379,248

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会開催に伴う所要経費 17,600

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について 66,804

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）〔長期継続契約〕 88,236

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 報償費 第6回緊急輸送道路沿道建築物検討委員会に係る経費 274,461
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都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 液状化の手引・リーフレットの改訂業務委託 226,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分定日払旅費の支出について 9,398

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 平成30年1月分定日払旅費の支出について 218,122

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 旅費 普通旅費 平成30年1月分定日払旅費の支出について 6,207

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 平成30年1月分定日払旅費の支出について 8,038

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都建築審査会の議案製本(単価契約) 115,020

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 平成29年度東京都建築審査会等の速記委託(単価契約） 33,939

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 報償費 2018耐震ｷｬﾝﾍﾟｰﾝにおける耐震ﾌｫｰﾗﾑ講師の経費の支出 132,113

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入(基準総則・集団規定の適用事例) 4,796

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 スタッキングチェア外3件の購入 743,040

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 建設業情報管理システム電算処理業務委託(2月分) 1,279,080

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 使用料及賃借料 建設業情報管理システム電算処理業務委託(2月分) 270,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 委託料 H29年度応急危険度判定員登録業務委託の支出(増額分) 1,731,478

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 報償費 訴訟対応に係る相談の実施における報酬の支払 20,832

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 特別旅費 訴訟対応に係る相談の実施における報酬の支出 348

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 太平南アパート耐震改修説明会会場使用料（3月1日分） 3,400

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅敷地の借地料の支出（松山一丁目第２） 174,096

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの賃貸借の支出について 12,636

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃貸借の支出について（その２） 15,120

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃貸借の支出について 13,824

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営住宅自家用電気工作物保安業務委託支払（１月分） 1,054,799

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 報償費 長房地区まちづくり第1回審査委員会報償費等の支出 94,128

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 特別旅費 長房地区まちづくり第1回審査委員会報償費等の支出 24,122

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 住宅使用料等過誤納金の郵便振替通常現金払手数料 72,852

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
償還金利子及割引
料

住宅使用料等過誤納金の還付（過年度） 399,630

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 住宅使用料等過誤納金の郵便振替通常現金払手数料 2,282

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等保証
金会計

返還金 住宅保証金返還金
都営住宅保証金返
還金

償還金利子及割引
料

都営住宅等保証金の還付 6,841,180

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等保証
金会計

返還金 住宅保証金返還金
地域特別賃貸住宅
保証金返還金

償還金利子及割引
料

都営住宅等保証金の還付 473,594

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等保証
金会計

返還金 住宅保証金返還金
特定公共賃貸住宅
保証金返還金

償還金利子及割引
料

都営住宅等保証金の還付 1,313,855

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 保証金の郵便振替通常現金払手数料 103,799

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 平成29年度東京都都営住宅高額所得者審査会速記委託 36,676

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅排水管埋設用地借地料の支出（森野四丁目） 154,284

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 245
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 405

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

ｱｸﾄﾋﾟｱ北赤羽弐番館に係る管理組合費の支出（３月分） 172,926

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行の弁護士委託金の支出（２月分） 234,696

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

東白鬚第二マンション管理組合規約に基づく都負担金 203,532

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 49,668

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,677

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 788

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 226,927

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 43,625

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

青山一丁目ｽｸｴｱ都負担分経費の支出（1月電気・水道） 303,175

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 特別旅費 都営住宅高額所得者審査会委員の報酬及び旅費の支出 2,918

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 6,658

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 10,953

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 4,382

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 110,486

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 154,602

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前途（３月分） 70,170

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(２月分） 811,296

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ機器等の借入れ(H30.02) 3,063,433

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ機器等の借入れ(H30.02) 311

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ機器等の借入れ(H30.02) 46,656

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用端末機器等の借入れ(H30.02) 3,892,811

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用端末機器等の借入れ(H30.02) 395

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅管理総合ｼｽﾃﾑ用端末機器等の借入れ(H30.02) 59,288

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃貸借契約の支出について 19,245

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度都施行型都民住宅の市場家賃調査業務委託 2,507,760

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 八王子市長房地区土地鑑定評価業務委託 1,512,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 24,873

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 7,097

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 20,117

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度都営住宅等の管理委託料支出(H30.03) 2,132,560,436

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託(H30.03) 9,000,000,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託(H30.03) 5,963,810,697

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託(H30.03) 3,772,899
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託(H30.03) 7,761,208

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 47,729

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 5,176

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 92,604

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 19,646

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 1,142

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(２月分） 1,216,944

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

東白鬚第一マンション管理組合規約に基づく都負担金 542,207

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 19,664

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 60,598

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 13,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 10,997

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 194,580

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 15,713

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 1,254

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成30年1月分(2月第2回全庁締め分)確定払い旅費 13,647

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 郵券及び収入印紙の購入及び精算について（訴訟用） 855,800

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 62,198

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 暴力団員排除に係る訴訟事件等の依頼に伴う着手金支出 488,950

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 23,684

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 都営住宅敷地の借地料の支出(府中晴見町、武蔵野緑町) 3,780,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(２月分） 405,648

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(２月分） 811,296

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて(公債元利金支払手数料) 374,738

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 98,596

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 226

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 強制執行予納金の支出（３月分） 2,090,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 大判複写機の複写サービスに関する契約 21,600

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等保証
金会計

返還金 住宅保証金返還金
都営住宅保証金返
還金

償還金利子及割引
料

都営住宅等保証金の還付 6,798,096

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等保証
金会計

返還金 住宅保証金返還金
特定公共賃貸住宅
保証金返還金

償還金利子及割引
料

都営住宅等保証金の還付 613,003

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 保証金の郵便振替通常現金払手数料について 95,911

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 26,799

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 12,324

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 15,423
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 3,009

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 39,464

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 43,839

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 38,571

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 役務費 平成29年度料金後納郵便制度の利用及び支払いについて 61,650

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（東京都公債償還金） 28,656,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（東京都公債償還金） 24,909,012

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 10,099

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 28,481

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 6,138

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 35,930

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(２月分） 1,622,592

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等請求訴訟の終了に伴う弁護士謝金の支出 3,470,524

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 806

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,016

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 221

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営住宅自家用電気工作物保安業務委託支払（2月分） 1,054,799

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営住宅管理総合システム運用委託料の支出(H30.02) 10,857,679

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営住宅管理総合システム運用委託料の支出(H30.02) 1,103

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営住宅管理総合システム運用委託料の支出(H30.02) 165,362

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都営府中武蔵台三丁目第２アパート境界確定測量 2,073,600

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 9,350

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 40,460

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約の支出 31,450

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約の支出（その２） 50,528

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等請求訴訟の依頼に伴う弁護士着手金の支出 2,757,678

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 敷地等図書管理用複写サービスに関する契約（単価契約 27,799

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都住使用料等汎用収納ﾃﾞｰﾀ処理委託(単価契約)(H30.02) 4,198,157

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都住使用料等汎用収納ﾃﾞｰﾀ処理委託(単価契約)(H30.02) 427

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 都住使用料等汎用収納ﾃﾞｰﾀ処理委託(単価契約)(H30.02) 63,938

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 29A-5南馬込三丁目道路実施修正設計 1,332,760

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 29A-5南馬込三丁目道路実施修正設計 2,275,640

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営村山団地多角点測量・図面作成 1,749,600

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 敷地等図書管理用パーソナルコンピータの賃貸借（長期 19,683
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 敷地等図書管理用パーソナルコンピータの賃貸借（長期 6,561

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 カラー複合機の複写サービスに関する契約の支出 37,492

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年2月分(3月全庁締め分)確定払い旅費 4,880

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分(3月全庁締め分)確定払い旅費 13,261

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（東京都公債償還金） 151,905,770

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（東京都公債償還金） 3,341,927

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払 113,530

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
償還金利子及割引
料

住宅使用料過誤納金の還付（過年度分） 23,413

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（発行手数料） 36,396,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 第2967号王子三丁目緑地整備工事 4,240,094

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 第2967号王子三丁目緑地整備工事 4,405,294

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 24,208

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 35,270

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
償還金利子及割引
料

住宅使用料等過誤納金の還付（過年度口座振替払分） 16,188

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 10,646

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 1,633

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 38,695

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 22,921

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 96,617

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

青山一丁目ｽｸｴｱ都負担分経費の支出（２月・電気料） 275,926

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

ｱｸﾄﾋﾟｱ北赤羽四番館に係る管理組合費の支出（４月分） 139,090

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 CIS中央監視室使用料の支出（大川端ﾘﾊﾞｰｼﾃｲ21）３月分 74,088

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 土地賃借料の支出（光が丘団地中央監視室）３月分 55,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 664

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 12,817

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 35,976

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 26,832

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 22,809

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 47,032

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 37,179

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 1,424

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 37,696

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 50,407

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 12,527
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 69,569

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 3,735

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 9,071

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 61,380

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 12,727

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 8,730

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 仮処分及び強制執行に伴う補助業務委託料の支出 405,648

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 2,648

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 7,894

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出しについて（新規記録手数料） 181,944

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 5,117

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 19,886

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 19,545

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

青山一丁目ｽｸｴｱ都負担分経費の支出（３月・管理費） 1,192,674

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 2,954

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 14,613

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 15,837

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 17,036

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 4,765

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 38,967

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（12月支出分） 684

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度公営住宅管理問題セミナー 2,500

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 需用費 一般需用費 平成29年度公営住宅管理問題セミナー 1,500

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H28018） 36,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 「東京都子育て支援住宅認定制度」認定マークの印刷 49,896

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（宅建ＯＡプリンター用）の購入 162,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 ライセンスの購入 48,600

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H27018） 50,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

役務費 郵券の購入に伴う資金前渡及び精算について 201,600

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

役務費 郵券の購入に伴う資金前渡及び精算について 201,600

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

使用料及賃借料 都民住宅管理業務に係るノート型ﾊﾟｿｺﾝ外借入の支出 7,344

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 民間住宅供給助成システム機器賃借の支払（２月分） 24,570

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 民間住宅供給助成システム機器賃借の支払（２月分） 24,570

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 民間住宅助成システムパソコン賃借の支払（２月分） 12,636
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 民間住宅助成システムパソコン賃借の支払（２月分） 12,636

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入（長期継続契約）に係る支出について 9,558

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れ（長期継続契約）に係る支出について 10,044

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 使用料及賃借料 裁断機の賃貸借契約（再リース）に係る支出について 2,160

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 手数料収納機の賃貸借契約（長期継続契約）(2月) 133,380

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 発券機等の賃貸借契約（長期継続契約）(2月) 51,624

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 裁断機の賃貸借契約（長期継続契約）(2月) 12,798

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 資力確保措置情報ｻｰﾊﾞ等の賃貸借(長期継続契約)(2月) 53,892

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及びﾌﾟﾘﾝﾀの賃貸借(長期継続契約)(2月) 7,560

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

使用料及賃借料 宅建業者情報提供ｼｽﾃﾑ機器賃借（再リース）(2月) 118,800

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 大島町への出張に要する経費の支出及び精算について 47,666

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 24,829

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 12,414

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

報償費 不動産取引特別相談に関わる報償費の支出（２月分） 341,202

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 補償補填及賠償金 損失補償金の支出について 1,842,182

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

マンション改良工事利子補給金の支出（30年3月分） 11,518,731

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H28007） 37,200,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 ﾏﾝｼｮﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに係るｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ借入の支払い（２月分） 250,182

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

優良民間賃貸住宅等制度要綱利子補給金の支出(3月分) 435,331,703

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

報償費 第２回宅建業法講習会に係る講師報酬の支出について 43,728

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 報償費 分譲ﾏﾝｼｮﾝ専門相談関わる報償金の支払(29年度2月分) 44,895

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣に係る支出について 219,153

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 空き家問題の普及啓発にかかるパンフレットの印刷 429,840

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 都市整備手数料領収書（ロール紙）の印刷 116,640

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

委託料 宅建業法及び瑕疵担保履行法に係る業務委託(2月分) 8,100,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

災害復興住宅資金利子補助制度要綱に基づく利子補給金 73,176

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H28005） 26,719,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 報償費 子育て支援住宅見学会における講演に係る報償費の支出 11,900

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成28年度サ高住整備事業補助金（H28002） 99,600,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 42,147

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 19,148

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 27,696

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 36,551

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 需用費 一般需用費 カラー複合機の複写サービスに関する契約の支出 30,161
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 カラー複合機の複写サービスに関する契約の支出 30,161

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 3,736,968

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

家賃減額補助金(4期) 15,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（入居促進）４期 62,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 101,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（４期） 98,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（3期） 31,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 140,012

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 274,500

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 266,760

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

一般住宅併設サ高住事業補助金（26001S） 342,784,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 5,500

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 19,664

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 8,031

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 39,585

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 4,291

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 51,414

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（2月支出分） 412

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

委託料 取引士証交付一部業務及び手数料徴収委託(1～2月) 180,700

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

東京都住宅生産事業者等技術習得支援事業補助金第４回 102,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 63,580

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 25,511

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 96,072

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 147,762

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成28年度サ高住整備事業補助金（H28011） 5,575,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H28009） 46,988,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H27021） 66,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H28012） 44,400,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

東京都住宅建設資金融資あっせん制度に係る利子補給金 2,324,086

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

東京都個人住宅利子補給助成制度に係る利子補給金 45,503

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

農住モデル融資あっせん制度利子補給金の支出(3月分) 1,991,539

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

優良民間賃貸住宅等制度利子補給金の支出(3月分) 14,749,125

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

サ高住整備事業補助金（H27009) 96,000,000

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（2月処理分） 7,772
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都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月01日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（2月処理分） 2,517

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（3月・支出・一需） 8,499

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出（2月分） 18,466

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る継続支払について（2月分） 28,314

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（3月処理分） 6,635

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（3月処理分） 816

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 自動車法定12ヶ月点検 18,176

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 自動車法定12ヶ月点検 18,721

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 自動車6ヶ月点検 11,124

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,864

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 郵券の購入及び精算について 20,000

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 役務費 郵券の購入及び精算について 100,000

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 役務費 郵券の購入及び精算について 80,000

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借（長期継続契約）（2月分） 9,396

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃貸借(長期継続契約)(2月分) 27,324

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 多摩建築指導事務所ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの賃貸借（2月分） 74,952

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 使用料及賃借料 多摩建築指導事務所部門サーバの借入れ（2月分） 70,783

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 46,633

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 432

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 委託料 出勤管理システムの借入れ（長期継続契約）（2月分） 8,422

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ（長期継続契約）（2月分） 51,734

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 追録「注釈建築基準法判例」の購入 29,376

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・府中（1-3月）（単価契約）（2月分） 17,017

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 委託料 出勤管理システムの借入れ(府中・小平・青梅)(2月分) 18,876

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ(府中・小平・青梅)(2月分) 138,426

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 開発登録簿及び道路位置指定図FS及びPR等の賃貸借(2月 156,792

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 使用料及賃借料 開発登録簿及び道路位置指定図FS及びPR等の賃貸借(2月 235,187

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 建築計画概要書のPDFﾃﾞｰﾀ化作業委託(H29年度実施分) 4,476,600

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 委託料 平成29年度消防交換文書の集配業務委託（2月分） 352,159

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 雑誌「建築知識」の購読（2月分） 5,685

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・立川（1-3月）（単価契約）（2月分） 9,782

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・立川（1-3月）（単価契約）（2月分） 22,826

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(管理課)(単価契約)(2月分) 19,578

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ機の複写ｻｰﾋﾞｽ(管理課)(単価契約)(2月分) 23,760
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都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 ﾌｧｯｸｽ機能付複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(開発二課)(単契)(月分) 11,880

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 ﾌｧｯｸｽ機能付複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(建築二課)(単契)(2月分 11,664

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 ﾌｧｯｸｽ機能付複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(建築三課)(単契)(2月分 11,880

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 平成29年度庁有車の運行管理業務委託(単価契約)(2月) 933,120

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・青梅（1-3月）（単価契約）（2月分） 9,729

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 統計法等・都市計画法等・建築基準法等業務委託(2月分 419,688

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 委託料 統計法等・都市計画法等・建築基準法等業務委託(2月分 824,904

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 統計法等・都市計画法等・建築基準法等業務委託(2月分 202,608

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 160,935

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 追録「都市計画法規集」外６件の購入 117,882

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 追録「建築基準法質疑応答集」の購入 53,730

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・小平（1-3月）（単価契約）（2月分） 10,286

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ供給契約に係る経費の支出(2月分) 2,464

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 61,729

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 14,577

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 6,002

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 1,738

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 333,660

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２,３月確認）（平成29年度分） 1,019

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 輪ゴム外２３件の購入 200,125

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月01日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 電気料金（有明北地区事務所）　2月分 44,492

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金 19,798,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,520,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,140,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,179,477

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 明石町倉庫警備委託（長期継続契約）1月分 14,148

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(事務所)(長期継続契約)2月分 7,020

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(瑞江駅西部地区)2月分 1,269

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 ファクシミリ(複合機)の借入れ(六町事務所)2月分 1,080
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 スキャナ複合機の借入れ(六町地区整備事務所)2月分 22,248

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 スキャナ複合機の借入れ(事務所)2月分 22,096

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 臨海部地区事務所（有明北）警備委託（1月分） 10,494

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 六町地区整備事務所ｻｰﾊﾞ賃貸借(長期継続契約)2月分 66,679

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 第一市街地整備事務所ｻｰﾊﾞの賃貸借(長契)2月分 44,064

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 電気料金（有明北地区内街路2号補助照明）　2月分 706

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 電気料金（有明北地区内街路灯）　2月分 172,981

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 電気料金（豊洲地区内公衆街路灯（4））　2月分 212,939

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
臨海都市基盤関連
街路整備費

需用費 光熱水費 電気料金（富士見橋街路灯）2月分 50,263

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 電話料金（六町地区整備事務所）2月分 3,858

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 郵便切手の買入れ(資金前渡)(花北清算金書類送付用) 330,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 花畑北部区画整理事業事業誌原稿案作成委託(その2) 1,509,840

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,100,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 400,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,700,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,080,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,780,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 300,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 640,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 8,500,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,421,295

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その3)(単契) 6,542,725

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その3の2)(単契) 1,778,384

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(都市改造費／一需) 83,585

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(都市改造費／役務費) 324

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 複数の少額案件に係る前渡金(都市改造費／光熱水費) 3,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金(開発費／光熱水費) 3,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(開発費／一需) 22,670

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(管理費／一需) 8,243

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 臨海部地区事務所（豊洲）警備委託（2月分） 8,316
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 六町地区整備事務所昇降機設備定期点検保守委託 2月分 70,200

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 下水道管布設工事及び整地工事（28六町-1）　完了払 207,861,520

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 六町地区整備事務所警備委託(長期継続契約)　2月分 11,556

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 東京都第一市街地整備事務所清掃委託（2月分） 78,105

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度出勤管理システムの賃借(長期継続契約)2月 121,122

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 382,017

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金　1月分 22,790

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金　1月分 26,723

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その161）花畑北部地区・100万未満 89,203

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その162）花畑北部地区・100万未満 969,998

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その163）花畑北部地区・100万未満 699,502

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,396

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 清算人兼代表清算人選任申立事件保管金支出(資金前渡) 350,864

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 電話料金（第一市街地整備事務所）2月分 132,861

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 瑞西地区事務所ほか1か所警備委託(長期継続契約)2月分 21,930

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 13,400,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,740,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 380,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 880,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 320,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,700,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 340,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 420,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 16,219,651

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 3,955,957

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 電気料金（六町地区整備事務所）　2月分 98,292

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 電話料金（六町地区整備事務所）2月分 50,740

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 工事請負費 東京都第一市街地整備事務所電源設置等工事 63,720

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 180,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 36,091

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 517,172

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 電動自転車の買入れ 199,800
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録(「現行日本法規」外1点)の買入れ 42,192

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 平成29年度速記委託（単価契約）1月分 19,980

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 舗装工事及び街路築造工事（29六町-12）　前払金 64,800,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,980,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,460,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,100,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 220,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,300,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,980,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 8,500,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,570,934

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 7,660,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 89,519

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 78,059

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 53,085

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 124,166

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 43,966

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 88,424

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 39,133

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その5の2)(単契) 244,382

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 補助46号線(目黒本町・原町洗足)用地補足測量(単契) 146,071

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 36,392,108

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

水道整備工事費　[29水道六町-1（26六-6）]　追給払 55,302

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

水道整備工事費　29水道六町-7（28六町-9）　概算払 27,258,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 水道整備工事費　29水道六町-7（28六町-9）　概算払 16,338,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 郵便切手の買入れ(資金前渡)(工事課用) 69,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 66,218

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 66,920,564

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（夜間撮影対応） 2,030

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 土地の目的外一時使用料の支出(120号線代替地) 232,236

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 収入印紙の買入れ(資金前渡)(原町・洗足地区) 10,000
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 電気料金（晴海五丁目街路灯）　3月分 73,056

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度積算その他委託その4(六町地区) 9,291,240

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,620,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 3,681,625

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,560,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 8,460,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度29号線戸越公園駅周辺建築物積算委託(その7) 1,080,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,460,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,400,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 480,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,180,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 11,080,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 340,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 36,560,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,120,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 780,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,080,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 8,000,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,220,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,140,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,560,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 3,394,611

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その5)(単契) 7,155,383

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その6)(単契) 7,763,982

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 住民説明会会場の空調費用に係る資金前渡(3月分) 1,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 郵便切手の買入れ(資金前渡)(六町・篠東おしらせ送付) 328,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 電気料金（晴海地区内公衆街路灯）　3月分 89,657

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,044

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,865

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,902

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 80,000
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 180,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 723,097

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去及び処分費追加補償金 1,614,600

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 郵便切手の買入れ(資金前渡)(補償課(六町地区)用) 700,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,360

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,072

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,739

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,140,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 360,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,440,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,020,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,420,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,580,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,880,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,440,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,160,445

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,215,326

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 13,780,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,500,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,095,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,500,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 46,499,028

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 郵便切手の買入れ(資金前渡)(花北清算金書類送付用) 792,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,490

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 電話料金（携帯電話）　2月分 2,020

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ガス料金（六町地区整備事務所）　3月分 2,357

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 電気料金（墨田五丁目街路灯）　2～3月分 1,070

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 電話料金（瑞江駅西部地区事務所）2月分 15,379

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度構内電話交換設備定期点検保守委託(2月分) 135,275

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 明石町倉庫警備委託（長期継続契約）2月分 14,148

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 産業医活動報酬の支払(2月分） 63,000
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 360,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,220,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 26,312,439

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 6,000,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 15,440,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 都市整備用地土壌処理工事(29鐘-3)(前払金) 23,400,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 42,317

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 90,310

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 114,356

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 98,218

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,461,969

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 148,967,714

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,716,970

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(臨海部地区事務所)(単価契約)2月分 18,792

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 136,489,869

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その6の2)(単契) 365,770

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 57,425,935

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの買入れ(臨海部地区事務所)(単価契約)2月分 5,606

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(六町・大判)(単契)(長契)2月分 24,084

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所)(単価契約)2月分 56,473

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,373

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度　積算その他委託その2（六町地区） 9,333,900

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 産業医活動報酬の支払（2月分） 1,990

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 工事請負費 下水道引継ぎ補修工事(28豊-6) 89,664,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 工事請負費 下水道引継ぎ補修工事(28豊-6) 76,608,720

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,460,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 753,499

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 豊洲土地区画整理審議会委員選挙人名簿作成委託 4,320,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 200,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 420,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 180,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 69,487

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 260,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,363,361

168 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 110,734

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 111,352

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 204,058

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 211,856

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 中断移転に伴う損失補償金 196,560

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 中断移転に伴う損失補償金 341,378

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所・大判)(単契)2月分 16,891

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 電柱・電らん整理工事費の支出(瑞西/29一整東電第2号) 567,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 晴海五丁目西地区事業用地管理施設工事（単価契約） 794,144

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 晴海五丁目西地区事業用地管理施設工事（単価契約） 2,145,409

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 特別旅費 第49回篠東土地区画整理審議会委員報酬及び費用弁償 1,750

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 30,270

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 537,504

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 80,168

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 5,367

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 2,208

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 10,569

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 下水道管布設工事（29六町-5）　完了払 194,432,840

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 環境影響評価事後調査委託(29豊-2) 3,801,600

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 1,662,688

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 3,713,701

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,480,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,180,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,800,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金 668,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 有明北地区換地計画図書等作成委託 9,892,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 3,640,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,680,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,860,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,940,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 11,960,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 2,760,000
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 7,020,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,060,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 瑞江駅西部地区　出来形修正等測量(完了払) 2,402,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 1,133,336

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 818,835

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 917,456

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 仮換地引渡遅延損失補償金 1,868,535

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 29年度六町地区建築物等調査事務委託(その4)(単契) 6,469,619

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(29号線) 747,360

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(29号線) 747,360

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(29号線) 671,055

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金 4,017,049

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 第一市街地整備事務所庁有車の運行管理業務委託(単契) 240,850

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(六町)(単価契約)2月分 6,326

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

電柱・電らん整理工事費(墨田五丁目/29一整東電第1号) 1,818,020

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 庁有車引取等代行料等の支出(資金前渡) 1,790

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 庁有車引取等代行料等の支出(資金前渡) 47,390

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 庁有車の廃車手続代行料等の支出(資金前渡) 10,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月28日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 庁有車の廃車手続代行料等の支出(資金前渡) 8,990

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 瑞江駅西部地区事務所外3か所清掃委託　2月分 20,736

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 瑞江駅西部地区事務所外3か所清掃委託　2月分 22,842

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 特定整備路線等パンフレットの印刷 153,360

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 原図(補助第120号線(Ⅰ期))の印刷 39,346

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録(国土行政区画総覧)の買入れ 15,552

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 13,064,245

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(ｶﾗｰ・ﾓﾉｸﾛ)(単価契約)2月分 64,496

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(46号線原町洗足地区) 379,080

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(46号線原町洗足地区) 379,080

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 土地鑑定評価委託代金の支出(46号線原町洗足地区) 379,080

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録(環境法実務総覧)の買入れ 25,272

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録(「資産税関係法規類集」外10点)の買入れ 97,022

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 追録(「資産税関係法規類集」外9点)の買入れ 94,188

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 有明北地区画地出来形確認等測量(完了払) 4,634,240

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,360,000
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 11,380,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 7,240,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成28年度土壌汚染状況調査委託（六町）その２　完了 4,041,360

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,740,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 18,280,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 4,880,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 44,523,876

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その３）花畑北部地区・100万以上 4,540,445

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その４）花畑北部地区・100万以上 2,523,770

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その５）花畑北部地区・100万以上 1,975,254

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その164）花畑北部地区・100万未満 759,355

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その165）花畑北部地区・100万未満 838,817

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その166）花畑北部地区・100万未満 914,751

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その167）花畑北部地区・100万未満 528,069

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その168）花畑北部地区・100万未満 907,121

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その170）花畑北部地区・100万未満 386,512

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その171）花畑北部地区・100万未満 891,155

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その172）花畑北部地区・100万未満 245,212

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その173）花畑北部地区・100万未満 203,885

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その174）花畑北部地区・100万未満 113,626

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その169）花畑北部地区・100万未満 753,724

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その175）花畑北部地区・100万未満 405,044

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

交付清算金の支出（その176）花畑北部地区・100万未満 18,789

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出（一般会計執行委任分） 9,053

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出について（一般会計） 22,936

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出について（一般会計） 13,435

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出について（一般会計） 8,720

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出について（一般会計） 68,125

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 平成30年1月確認分旅費の支出について（一般会計） 86,427

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所水道使用料金（１・２月分） 53,796

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所水道使用料金（１・２月分） 2,550

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所水道使用料金（１・２月分） 5,913

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所水道使用料金（１・２月分） 1,419
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都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所水道使用料金（１・２月分） 552

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 汐留地区街路灯 電気料金追加分（１月） 111

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 汐留地区街路灯 電気料金追加分（２月） 270

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 志茂地区土地鑑定評価委託（補86号線）③ 936,360

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 志茂地区土地鑑定評価委託（補86号線）② 936,360

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 志茂地区土地鑑定評価委託（補86号線）① 840,758

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 土地買収代金の支出（補83-十条） 5,783,140

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月05日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 土地買収代金の支出（補83-十条） 5,783,140

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度賃料等徴収事務システム保守管理委託2月分 35,640

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事(前払金) 2,630,700

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事(前払金) 677,100

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事(前払金) 392,200

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,929

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る資金前渡（３月分） 43,632

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る資金前渡（３月分） 17,712

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る資金前渡（３月分） 21,189

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 複数の少額案件に係る資金前渡（３月分） 5,864

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 353,833

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,756

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,571

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,132

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 115,580

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 545

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,018

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,399

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 124,151

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの賃貸（２月分） 53,482

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバの賃借（長期継続契約）２月分 57,132

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 事務所自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 20,082

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 事務所自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 5,438

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 事務所自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 2,744

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 事務所自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 659

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 事務所自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 256
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都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎警備委託（２月分） 14,586

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎警備委託（２月分） 3,949

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎警備委託（２月分） 1,994

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎警備委託（２月分） 478

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 第二市街地整備事務所庁舎警備委託（２月分） 186

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 森下倉庫警備委託（２月分） 9,180

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 工事請負費 東京都第二市街地整備事務所ＵＧＳリレー交換工事 302,545

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 東京都第二市街地整備事務所ＵＧＳリレー交換工事 77,870

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 東京都第二市街地整備事務所ＵＧＳリレー交換工事 45,105

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 報償費 産業医の職務実施に伴う支出（２月分） 43,203

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 庁有車のＥＴＣカード利用に係る経費の支出（１月分） 2,900

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 街路築造工事（29調-10）前払金 71,100,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 街路築造工事（29調-11）前払金 64,700,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所電気使用料金（２月分） 435,952

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所電気使用料金（２月分） 22,770

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所電気使用料金（２月分） 47,915

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所電気使用料金（２月分） 11,500

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所電気使用料金（２月分） 4,472

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）① 2,025,465

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）② 2,025,465

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）③ 2,025,465

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）④ 2,025,465

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）⑤ 2,025,466

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金（補26-大山中央）⑥ 2,025,466

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）①前払金 134,289

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）②前払金 134,289

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）③前払金 134,289

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）④前払金 134,289

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）⑤前払金 134,289

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 立ちのきに伴う損失補償金（補26-大山中央）⑥前払金 134,288

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 平成29年度 建物貸付料等の口座振替委託　2月分 1,490

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁有車運行管理業務委託(２月分) 250,020

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 報償費 平成29年度大山中央地区税務等相談業務派遣　２月分 32,056
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都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 大山中央地区土地鑑定評価委託（補26号線）① 1,230,120

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 大山中央地区土地鑑定評価委託（補26号線）② 1,230,120

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 大山中央地区土地鑑定評価委託（補26号線）③ 1,230,120

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬業務委託(単価契約)２月分 44,815

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 道路詳細設計（29霞－1） 5,282,280

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（事務所２・３階）２月分 1,887

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 道路台帳測量補足業務委託（29汐－1） 4,320,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 白鬚東地区駐車場　廃棄物処分に係る支出及び精算 10,800

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 白鬚東地区駐車場　廃棄物処分に係る支出及び精算 650

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所)(単契) ２月分 68,489

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所２・３階) ２月分 39,421

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(汐留地区)(単契)　２月分 41,922

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 広幅複写機の保守サービス(単価契約)　２月分 2,625

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

汐留地区事務所光熱水費ほかの支出　２月分 91,380

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（12月分） 234,635

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（１月分） 279,982

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（12月分） 63,534

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（１月分） 75,813

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（12月分） 32,067

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（１月分） 38,264

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（12月分） 7,695

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（１月分） 9,183

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（12月分） 2,993

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託（１月分） 3,571

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 白鬚東第三駐車場　照明器具改修 723,600

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 白鬚東地区駐車場　廃蛍光管類処分に係る支出及び精算 5,189

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所ガス使用料金（３月分） 664

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所ガス使用料金（３月分） 118

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所ガス使用料金（３月分） 73

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所ガス使用料金（３月分） 17

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 第二市街地整備事務所ガス使用料金（３月分） 7

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 レターパックの購入に伴う前渡金の支出及び精算 28,260

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,802
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都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 Ｈ29非木造建物移転工法案作成・積算委託(補26-大山)4 6,588,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 55,808

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 19,025

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 15,111

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 5,152

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 7,627

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 2,600

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 1,831

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 624

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 712

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 事務所水槽清掃及び廃棄物収集・運搬委託（３月分） 243

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 十条地区(Ⅱ期)土地鑑定評価委託① 537,840

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 十条地区(Ⅱ期)土地鑑定評価委託② 598,320

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 十条地区(Ⅱ期)土地鑑定評価委託③ 598,320

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（２月分） 28,097

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 第二市街地整備事務所電話料金の支出（２月分） 114,832

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 第二市街地整備事務所電話料金の支出（２月分） 2,029

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,098

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 Ｈ29非木造建物移転工法案作成・積算委託(補26-大山) 8,202,600

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 引継補修工事（29汐-1）完了金 14,926,200

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 白鬚東第三駐車場　泡消火設備受水槽用薬液ポンプ更新 237,600

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度 補助第83号線用地補足測量(単契)指示19-25 924,741

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度十条冨士塚再建詳細修正設計（完了金） 3,128,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度東池袋地区補81沿道まちづくり支援業務委託 7,506,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 Ｈ29非木造建物移転工法案作成・積算委託(補26-大山)3 5,983,200

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 測量（29国領－1） 1,779,840

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金(補92-田端)残金 615,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金(補92-田端)残金 1,538,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等に伴う損失補償金(補92-田端)残金 615,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度　道路等詳細補足設計（29東-1）完了金 4,804,000

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 補助第26号線無電柱化検討業務（29大山－1） 2,959,200

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度補助第92号線用地補足測量（単契）指示1-4 863,341

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 測量（29亀-1）（単価契約）指示1 838,944

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月06日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,627
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都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 ２９多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ整備事務所建物管理委託（２月分） 76,140

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 公社駐車場使用料（３月分）の支出及び精算について 17,700

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 光熱水費 常時必要とする経費の資金前渡（３月分） 5,998

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

使用料及賃借料 常時必要とする経費の資金前渡（３月分） 300

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 40,824

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,479

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 37,827

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

委託料 多摩ニュータウン測量調査その２（単価契約）の支払 2,931,444

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度多摩ニュータウン整備事務所機械警備委託 21,600

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月12日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 平成２９年度多摩テレビ受信の支出について（２月分） 1,512

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月13日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度複写サービス契約（２月分） 14,016

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月確認分普通旅費等の支出について 617

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

旅費 普通旅費 平成30年2月確認分普通旅費等の支出について 5,633

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの賃貸借（長期継続契約）（２月分） 55,782

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月19日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 平成29年度普通紙焼付等複写（単価契約）（3月分） 756

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 庁有車（エスティマ）の定期点検整備 30,888

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 台車外の購入 90,470

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 台車外の購入 2,160

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 台車外の購入 2,916

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月20日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,047

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（2月分） 1,919

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月26日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,716

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 廃棄文書処理（リサイクル）委託（単価契約）の支払 32,400

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月27日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 廃棄文書処理（リサイクル）委託（単価契約）の支払 75,222

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年03月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

委託料 資料等電子化保存処理委託の支出 777,924

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（坂下一丁目AP４号棟）29/8－29/ 18,732

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（坂下一丁目AP1・2号棟）29/6－29 83,441

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西新小岩三丁目AP1号棟）30/1 22,687

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西新小岩三丁目AP2・3号棟）30/1 11,724

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（江北三丁目第3AP12号棟）29/12～ 7,586

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営堤方アパートの電気料金（2月分） 1,093

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営板橋富士見町団地（第３期）の街路灯（2月分） 3,186

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-130東(北区王子本町三丁目)工事 60,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-130東(北区王子本町三丁目)工事 6,300,000
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-130東(北区王子本町三丁目)工事 2,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-130東(北区王子本町三丁目)工事 31,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(辰巳一丁目AP86号棟）28/9～29/12 174,733

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-123東(板橋区坂下一丁目)工事 24,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-123東(板橋区坂下一丁目)工事 22,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西台AP6号棟）29年3月分 23,868

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 855,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-105及び26M-111東(板橋区相生町第3)屋外給水衛生 3,881,480

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-105及び26M-111東(板橋区相生町第3)屋外給水衛生 3,168,440

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)整備工事 12,967,840

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)整備工事 10,633,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)整備工事 1,408,320

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)整備工事 1,235,400

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)整備工事 1,006,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営堤通一丁目第２団地基本設計 4,248,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 29-10東建(足立区一ツ家二丁目(第2期))地盤調査 7,940,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 29-08東建(板橋区板橋富士見町(第4期))地盤調査 5,110,560

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営船堀四丁目アパート土壌分析調査 2,522,880

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営桐ヶ丘一丁目アパート(W27号棟)土壌分析追加調査 291,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28M-102東(足立区鹿浜二丁目)屋内電気設備工事 16,400,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 26H-106東（江東区東砂八丁目）完了手数料 124,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（第2大塚AP1・2号棟ポンプ室） 3,842

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 東部住宅建設事務所サーバの賃貸借(２月分) 48,816

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 東京都東部住宅建設事務所庁舎建物管理委託(2月分) 41,040

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 庁舎自家用電気工作物定期点検保守委託(2月分) 24,408

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システム対応機器の借入れ(２月分) 45,306

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 東京都東部住宅建設事務所庁舎建物清掃等委託(2月分) 226,800

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 27H122･123東(板橋区坂下一丁目)ｴﾚﾍﾞｰﾀ計画通知手数料 19,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営桐ヶ丘一丁目団地（E5E6棟）の街路灯（２月分） 2,012

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 855,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 報償費 産業医報酬の継続支払（平成29年度）2月分 63,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内給水衛生 21,784,240

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内給水衛生 26,376,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内給水衛生 25,860,360
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内電気設備 13,845,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内電気設備 17,813,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-127.26M-110東(葛飾区亀有四丁目)屋内電気設備 17,813,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)ほか１団地畳工事 4,004,640

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営住宅目黒一丁目アパート土壌分析調査（その２） 1,479,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-118東(足立区扇一丁目第４)屋内電気設備工事 23,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営北区浮間一丁目アパート補修工事 453,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅板橋区成増五丁目第２団地(4期)整備設計 1,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

ガス管切り回しについて(29浮間三丁目(2-1期)) 2,189,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27M-105東(足立区一ツ家二丁目)工事 121,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27M-105東(足立区一ツ家二丁目)工事 13,600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27M-105東(足立区一ツ家二丁目)工事 600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物移設工事費について(29弘道二丁目第3) 1,105,590

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 2,223,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-126東(台東区清川二丁目第２)工事 32,800,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-126東(台東区清川二丁目第２)工事 3,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金準備（公営・一般）3月分 30,456

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 少額支払案件に係る前渡金準備（公営・役務）3月分 25,811

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金準備(事務所費・一般)3月分 11,394

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（浮間三丁目AP12号棟）30年2月分 32,742

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（板橋富士見町AP12号棟）30年2月分 8,654

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（大島五丁目第２AP 1～4号棟）29/ 46,911

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（江北一丁目アパート２号棟）29/ 10,240

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（桐ヶ丘） 171,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目）ガス設備工事 10,467,360

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目）ガス設備工事 7,977,960

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)給湯器浴槽設備(その２) 32,859,999

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 北区桐ケ丘二丁目(GN04.06街区)給水切回し工事(その2) 2,612,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営小笠原沖村団地基本設計 2,600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営小笠原沖村団地基本設計 1,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営船堀四丁目第２アパート土壌分析調査 2,203,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-102東(足立区鹿浜二丁目)屋内電気設備工事 23,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅墨田区文花一丁目(第3期)整備設計 1,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅墨田区文花一丁目(第3期)整備設計 200,000
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 26H112東(足立区西保木間二丁目)ｴﾚﾍﾞｰﾀ計画通知手数料 9,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-112東(板橋区坂下一丁目)工事 24,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-112東(板橋区坂下一丁目)工事 10,600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（勝どき五丁目第2AP3号棟）30/1 19,048

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（南蒲田二丁目第2AP2号棟）30/2 6,448

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（文花一丁目AP2号棟）30/2 6,737

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（文花一丁目AP3号棟）30/2 10,372

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（桐ヶ丘AP N39号棟）30/2 2,749

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（高砂四丁目AP35・36号棟）30/1 17,770

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（浮間一丁目AP1号棟）29/12～30/1 14,428

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（江北一丁目ＡＰ５号棟）29/12－ 7,781

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の撤去(28扇一丁目第４団地(第１期)) 865,470

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,177,031

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 701,386

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 一般需用費 契約代金の支払いについて（読売新聞の購読）(２月分) 4,037

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 一般需用費 契約代金の支払い（毎日新聞ほか１点の購読）2月分 7,380

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 契約代金の支払（ファクシミリの借入れ）2月分 8,501

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 1,197,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（港南四丁目第3AP4号棟）30年2月分 566,414

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（桐ヶ丘AP N53号棟）30年2月分 20,758

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 30H-116,117東(足立区弘道二丁目第3)計画通知手数料 146,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 855,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機(文書用)の複写ｻｰﾋﾞｽに関する支払い(2月分) 41,796

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅足立区鹿浜二丁目団地(第3期)建物設計 17,298,560

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-102東(足立区鹿浜二丁目)屋内給水衛生設備工事 30,700,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28M-102東(足立区鹿浜二丁目)屋内給水衛生設備工事 22,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26M-107東(目黒区大橋二丁目)追加工事(その２) 739,800

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 1,539,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 27H103東(荒川区町屋五丁目)ｴﾚﾍﾞｰﾀ計画通知手数料 9,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 庁舎エレベーター定期点検保守委託(2月分) 73,980

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 東京都東部住宅建設事務所庁舎警備業務委託(2月分) 78,516

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 1,197,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（成増五丁目第2AP14号棟）30年2月分 10,077

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 855,000

179 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（桐ヶ丘） 342,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 513,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機(図面用)の複写ｻｰﾋﾞｽに関する支払い(2月分) 28,477

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 南馬込三丁目団地開発協議変更申請業務委託(その3) 1,782,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営本木町アパート道路位置指定図作成委託 297,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（青山北町AP14号棟）29/11～30/2 6,426

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（宮本町AP1～3号棟）29/4～30/1 52,914

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（相生町第３AP2・3号棟）30年2月分 5,237

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の移設について(25鹿浜二丁目(第1期)) 7,081,777

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 設計図面複写及び第二原図複製等の支払い（２月分） 57,056

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-121東(足立区宮城一丁目)工事 78,600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-121東(足立区宮城一丁目)工事 53,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 1,539,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27M-106東(足立区一ツ家二丁目)工事 30,900,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（双葉町AP2号棟）30/1～2 14,972

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（板橋幸町AP8号棟）30/1 3,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（神谷三丁目第２アパート８号棟） 15,143

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（板橋幸町AP6号棟）30/1 9,962

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（弘道二丁目第3AP5号棟）29/12 4,938

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（第2長後町AP1号棟）29/11～30/1 23,306

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 513,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)給湯器浴槽設備工事 24,315,984

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)屋外給水衛生設備工事 4,299,280

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)屋外給水衛生設備工事 3,526,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業に係る補償金等 16,964,625

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 684,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（双葉町） 342,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-103東(足立区鹿浜二丁目)屋内電気設備工事 17,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営青山北町アパート建物外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ調査委託(その２) 43,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気通信設備の移設等（24王子三丁目） 2,739,400

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 171,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営南馬込三丁目団地の電気料金（2月分） 1,143

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内旅費及び研修旅費の支払(平成30年2月分) 7,260

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 近接地内旅費及び研修旅費の支払(平成30年2月分) 376,761
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 近接地内旅費及び研修旅費の支払(平成30年2月分) 141,164

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営王子本町三丁目団地（第３期）基本設計 1,512,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営王子本町三丁目団地（第３期）基本設計 3,006,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の移設・撤去(30竹の塚七丁目) 987,030

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 事業系有料ごみ処理券の購入について（資金前渡） 102,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 30M-104東（足立区弘道二丁目第3）計画通知手数料 146,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（南砂二丁目AP1号棟）29/7－29/11 78,237

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（新宿四丁目AP1号棟）30/1 9,012

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(竹の塚六丁目AP2号棟）29/9～30/1 49,492

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（第2大塚AP2号棟）29/12～30/1 5,028

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 342,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営南花畑五丁目団地の街路灯電気料金（2月分） 2,012

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,906

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)畳工事 4,952,016

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営江北四丁目AP建替事業に伴う移管道路図書作成 907,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-120東(足立区南花畑四丁目)屋内給水衛生設備工事 41,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-108東(大田区本羽田二丁目第２)給湯器浴槽設備 9,700,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 追録の購入 8,400

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 工事請負費 28CH-101東(葛飾区東新小岩一丁目･建設局施設)工事 651,400,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28CH-101東(葛飾区東新小岩一丁目･建設局施設)工事 4,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28CH-101東(葛飾区東新小岩一丁目･建設局施設)工事 52,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の撤去・移設(29浮間三丁目(2-1期)) 477,580

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 513,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 855,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機(ｶﾗｰ用)の複写ｻｰﾋﾞｽに関する支払い(1月分) 5,516

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（百人町四丁目第5AP16・17号棟）30年2月分 204,891

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（大橋二丁目AP4号棟）30年2月分 23,112

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（大森西七丁目AP20号棟）30年2月分 33,443

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（南水元三丁目AP10号棟）30年2月分 58,456

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（西瑞江四丁目第4AP3・４号棟）30年2月分 71,976

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（王子三丁目AP1・2号棟）30年2月分 106,798

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（東堀切二丁目第4AP1号棟）30年2月分 60,179

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（小松川三丁目第2AP1～3号棟）30年2月分 239,407

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（松江五丁目AP1・2号棟）30年2月分 51,505

181 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（大島五丁目AP2、3号棟）30年2月分 65,921

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（亀有四丁目AP1～3号棟）30年2月分 83,443

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（千石一丁目AP18号棟）30年2月分 65,146

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（新宿若松町AP1・2号棟）30年2月分 43,669

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（笹塚一丁目第2AP1号棟）30年3月分 54,711

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(百人町三丁目AP3・4号棟)29/9～12 74,550

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（桐ヶ丘一丁目AP34号棟）30/2 8,043

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（百人町四丁目第4AP14・15号棟） 50,384

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（桐ヶ丘AP N35号棟）29/10～30/2 8,119

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（牡丹二丁目AP1～3号棟）29/11～ 69,375

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（花畑七丁目AP６号棟）28/3、28/ 40,349

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 684,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営鹿浜五丁目団地基本設計 5,641,640

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営鹿浜五丁目団地基本設計 6,986,360

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-105.106東(江東区辰巳一丁目)整備追加工事 301,320

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-105.106東(江東区辰巳一丁目)整備追加工事 293,760

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-105.106東(江東区辰巳一丁目)整備追加工事 177,120

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅東篠崎一丁目第２アパート外構補修工事 226,800

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の撤去(30田端新町一丁目アパート) 1,010,280

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅大田区南六郷一丁目団地建物設計 17,540,320

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅北区王子本町二丁目団地建物設計 14,508,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27M-102東(足立区西新井本町四丁目)工事その２ 33,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機(ｶﾗｰ用)の複写サービスに関する支払(2月分) 23,864

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気通信設備の移設(26亀有四丁目アパート) 438,400

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業の実施に伴う移転料の支出（新河岸二丁目） 171,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 25H-111(桐ケ丘一丁目GW02街区)その3計画変更手数料 5,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)屋外電気設備工事 4,680,800

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)屋外電気設備工事 3,766,840

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-106東(江東区東砂八丁目)屋外電気設備工事 1,595,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営板橋富士見町団地（第４期）基本設計 4,294,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 29M-107東(江戸川区南小岩二丁目)工事 258,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-122東(足立区花畑四丁目)屋内給水衛生設備工事 34,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-123東(足立区南花畑四丁目)屋内給水衛生設備工事 43,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28CS-101東(北青山三丁目・区施設)機械式駐車装置ｿﾉ２ 72,500,000
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 28H-121東(足立区南花畑四丁目)屋内電気設備工事 30,800,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,400,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,400,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 5,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 足立区鹿浜二丁目(28年度)ほか2団地エレベータ設備 4,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-108東.26M-112東(足立区扇三丁目第２)屋外給水ｿﾉ3 2,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-108東.26M-112東(足立区扇三丁目第２)屋外給水ｿﾉ3 1,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（桐ヶ丘AP N38号棟）29/10～30/2 12,027

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(西尾久八丁目第2AP1・2号棟）30/2 27,144

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(西瑞江四丁目第3AP1・2号棟）30/1 10,116

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（稲付第２アパート１～３号棟） 47,527

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（南水元三丁目AP11・12号棟）30/2 11,575

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（王子本町三丁目AP3～8号棟）30/2 18,673

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(東篠崎一丁目第2AP1・2号棟）30/2 13,443

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（梅田八丁目AP10・11号棟）30/1 24,989

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（高松三丁目第4AP1号棟）30/2 9,105

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（東篠崎一丁目第2AP4号棟）30/1 4,286

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西が丘三丁目AP3号棟）30/1 31,823

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（神谷二丁目AP12号棟）30/2 7,208

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（千石二丁目第2AP5号棟）30/1 9,883

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西新小岩三丁目AP1号棟）30/2 19,077

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（西新小岩三丁目AP2・3号棟）30/2 10,596

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 27H121東(足立区宮城一丁目)ｴﾚﾍﾞｰﾀ計画通知手数料 9,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-110東(墨田区文花一丁目)工事 51,600,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（弘道二丁目第3AP3・4・6号棟） 104,263

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 28CS-101東(北青山三丁目・港区施設)特定工程手数料 21,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（町屋六丁目AP3号棟）30/2 5,811

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（大橋二丁目AP1号棟）30/1～2 16,604

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（弘道二丁目第3AP5号棟）30/1 5,235

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（神谷二丁目AP1号棟）28/8～12、 232,299
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担(神谷二丁目AP11号棟)28/9～10、12 43,427

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

共用電気料経費負担（桐ヶ丘AP Ｎ２４号棟）29/12－30 856

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気工作物の撤去・移設(27興野町・興野町母子) 579,610

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（板橋富士見町AP12号棟）30年3月分 63,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（宮城一丁目AP19号棟）30年3月分 35,351

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 保木間第2・第3保木間アパート電気料金（2月分） 286

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 保木間第2・第3保木間アパート電気料金（2月分） 285

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（桐ヶ丘AP N53号棟）30年3月分 20,204

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 空家電気料（浮間三丁目AP12号棟）30年3月分 30,414

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 都営江北四丁目団地（第２期）の街路灯（3月分） 8,311

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 江北四丁目（江北平成公園）仮設街灯（3月分） 1,415

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 東篠崎アパート（40～48号棟）外灯電気料金（3月分） 5,707

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-127東（板橋区成増五丁目第２）工事 64,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-127東（板橋区成増五丁目第２）工事 16,500,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 西部住宅建設事務所庁舎清掃委託の支出(1月分) 115,112

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 西部住宅建設事務所庁舎清掃委託の支出(1月分) 69,956

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ15-3号棟)1月分(追加) 6,929

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 東京街道団地中央通り街路灯電気料金の支出（2月分） 1,290

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 上石神井四丁目団地街路灯電気料金の支出（2月分） 798

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 長房北団地の街路灯電気料金の支出について（2月分） 1,187

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（野毛町アパート6号棟）30.1月分 6,303

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月05日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上北沢一丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ3-5号棟）1月分 6,207

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅杉並区天沼二丁目団地（１期）建物設計 3,981,080

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅杉並区天沼二丁目団地（１期）建物設計 3,546,720

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西(久我山一丁目第2)ガス設備工事 3,048,840

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西(久我山一丁目第2)ガス設備工事 4,783,320

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅世田谷区北烏山二丁目団地(1期)建物設計 14,322,360

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営高層住宅世田谷区北烏山二丁目団地(1期)建物設計 287,280

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営上石神井四丁目団地（４期・５期）基本設計 3,681,840

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営上石神井四丁目団地（４期・５期）基本設計 6,639,640

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営上石神井四丁目団地（４期・５期）基本設計 738,520

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西(久我山一丁目第2)給湯器浴槽設 11,700,428

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西(久我山一丁目第2)給湯器浴槽設 18,386,352

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）整備工事 17,685,360

184 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）整備工事 1,130,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）整備工事 27,770,120

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）整備工事 1,780,920

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）整備工事 3,614,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-105西(八王子市中野山王三丁目)工事 109,700,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月06日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 報償費 産業医報酬の支出について(平成30年2月分) 63,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 金子町アパート街路灯電気料金の支出について(2月分) 842

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 天沼アパート仮設電灯電気料の支出について(2月分） 2,931

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料（上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ 15-2号棟）2月分 1,056

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 仙川アパート防犯灯電気料金の支出について（2月分） 532

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 立川一番町五丁目団地街路灯電気料金の支出(2月分) 1,330

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（役務費）３月分 1,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 松中団地の仮設街路灯電気料金の支出について（2月分) 4,514

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 庁有車ガソリン購入代金の資金前渡（光熱水費３月分） 7,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（公営一般需用費３月分） 14,797

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,294

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,467

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,174

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,767

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 750

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,373

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,640

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借料の支出（再リース）２月分 1,620

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

ガス供給施設の撤去等について(長房北AP69～75号棟) 898,560

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃借料の支出（長期継続契約）２月分 10,152

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-107西(矢崎町一丁目)給湯器浴槽設備工事 11,000,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下馬アパート12号棟）2月分 2,786

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下馬アパート15号棟）1月分 2,088

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下馬アパート17号棟）2月分 3,884

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(第3江古田ｱﾊﾟｰﾄ1～3号棟)1-2月分 16,712

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（東大泉アパート7号棟）2月分 4,944

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(長房東アパート東3号棟)2月分 11,040

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（八王子中野町ｱﾊﾟｰﾄ3～7号棟）2月分 22,332

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（八王子中野町ｱﾊﾟｰﾄ3号棟）2月分 2,522
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（八王子中野町ｱﾊﾟｰﾄ4号棟）2月分 1,864

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（八王子中野町ｱﾊﾟｰﾄ7号棟）2月分 1,311

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(下連雀六丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ1-3号棟)1-2月分 3,839

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（中神第3アパート1～4号棟）1-2月分 1,473

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（東大和向原アパート7-8号棟）1-2月分 9,380

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（清瀬野塩アパート9号棟）1-2月分 4,830

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（清瀬野塩アパート8号棟）1-2月分 8,528

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-112西（村山）工事 125,000,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(本天沼二丁目ｱﾊﾟｰﾄ5・7号棟)1月分 3,906

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料（村山ｱﾊﾟｰﾄ　1124・1125号棟）2月分 6,060

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(村山ｱﾊﾟｰﾄ 1126・1127号棟)　2月分 12,330

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（旭町二丁目アパート1～4号棟）2月分 7,642

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（長房南ｱﾊﾟｰﾄ50・51・54号棟）1-2月分 16,683

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（長房南ｱﾊﾟｰﾄ52・53号棟）2月分 5,660

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（長房南ｱﾊﾟｰﾄ55-64号棟）1-2月分 28,864

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（元本郷四丁目ｱﾊﾟｰﾄ1・2号棟）1月分 8,226

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（仙川アパート15号棟）2月分 1,648

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート21号棟)12-2月分 16,455

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（田無南町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ17号棟）11-1月分 4,956

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-107西（矢崎町一丁目）屋内電気設備工事 39,432,360

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 一般需用費 西部住宅建設事務所庁舎受変電設備構成機器交換修繕 456,796

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 西部住宅建設事務所庁舎受変電設備構成機器交換修繕 277,604

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住２９Ｍ－１０４西（昭島市福島町）工事 171,500,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-107西(矢崎町一丁目)屋外電気設備工事 2,600,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅28CH-103西(永山三丁目・市施設)空調設備工事 14,400,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 一般需用費 西部事務所庁舎監視制御装置バッテリー交換修繕 79,939

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 西部事務所庁舎監視制御装置バッテリー交換修繕 48,581

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 中間検査手数料の支出及精算(28H-109村山)工事 H-1棟 21,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金(庁舎)の支出(2月分)西部住宅建設事務所 462,614

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 電気料金(庁舎)の支出(2月分)農業振興事務所 281,140

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金(庁舎)の支出(2月分)西部住宅建設事務所 423

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガス料金(庁舎)の支出(2月分)農業振興事務所 322

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 848,515

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,183,485
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 508,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,524,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,524,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,540,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,016,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,524,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,876,756

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,949,244

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 4,572,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,769,526

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,056,474

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,540,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,032,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 508,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 508,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 508,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 508,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 870,858

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 145,142

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（第2鷺の宮アパート1-5号棟）2月分 14,832

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（石神井台四丁目ｱﾊﾟｰﾄ2号棟）1-2月分 8,028

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（東大泉アパート12号棟）4-2月分 40,142

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下連雀七丁目第3ｱﾊﾟｰﾄ1号棟）1-2月分 26,514

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(府中南町四丁目ｱﾊﾟｰﾄ3号棟)11-2月分 17,351

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート8・9号棟)1-2月分 9,690
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート17・18号棟)11-2月分 24,577

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月13日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ1-4号棟)28.11-30.1 9,352

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

給水管の撤去について（H28練馬区旭町二丁目） 1,139,217

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービス料金の支出（図面用）２月分 30,780

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 雑誌（電気と工事ほか３点）購入（概算契約）２月分 6,879

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営東村山本町団地道路工事 12,467,520

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営村山団地歩道橋撤去及び道路詳細設計 2,170,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-106･26H-102西(東久留米市南町一丁目)緑地その２ 9,483,937

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-106･26H-102西(東久留米市南町一丁目)緑地その２ 48,742

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-106･26H-102西(東久留米市南町一丁目)緑地その２ 13,246,200

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-106･26H-102西(東久留米市南町一丁目)緑地その２ 69,120

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅29M-103西（杉並区天沼二丁目）工事 176,100,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

都営住宅等への都市型CATVの導入（長房AP西27号棟） 648,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ15-3号棟)2月分 2,284

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅29H-101西（昭島市福島町）工事 308,400,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下馬アパート15号棟）2月分 1,751

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について(平成30年2月分) 411,775

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 計画通知手数料の支出及び精算(H30諏訪五丁目)A･B棟 301,400

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-113西（村山）工事 130,600,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業実施に伴う移転料の支出について　仙川AP 684,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ15-1号棟）11-1月分 24,314

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料（宮前三丁目アパート 16号棟）2月分 17,308

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(練馬北町二丁目第４AP 2・3号棟) 2月分 43,622

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ 15-2号棟) 2月分 22,408

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 高井戸西二丁目アパート街路灯電気料金の支出(3月分) 3,752

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(東久留米南町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ4号棟) 2月分 25,399

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(東大泉三丁目第４ｱﾊﾟｰﾄ 4号棟) 2月分 17,416

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料（村山ｱﾊﾟｰﾄ　1124・1125号棟）２月分 47,077

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 久我山アパート街路灯電気料金の支出について(3月分) 1,203

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(村山ｱﾊﾟｰﾄ 1126・1127号棟) ２月分 39,060

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 中野山王三丁目団地の街路灯電気料金の支出(3月分） 686

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,253

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,126

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,072
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,576

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,978

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,324

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月19日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,330

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営下連雀七丁目第３団地道路詳細設計 2,213,700

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営下連雀七丁目第３団地道路詳細設計 648,300

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 公有財産購入費 建替事業に係る補償金等 10,093,564

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業に係る補償金等 6,173,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業に係る補償金等 792,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

都営住宅等への都市型CATV導入(長房南AP 南4･南5号棟) 1,296,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 公有財産購入費 建替事業に係る補償金等 16,259,227

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業に係る補償金等 6,586,315

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業に係る補償金等 16,195,895

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 地方公共団体契約実務の要点追録の買入れ 8,400

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 計画通知手数料の支出及精算(H27村山EV工事)D-1棟分 9,600

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 庁舎建物付属設備保守及び運転業務委託の支出(2月分) 150,675

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 庁舎建物付属設備保守及び運転業務委託の支出(2月分) 91,569

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 西部住宅建設事務所庁舎清掃委託の支出(2月分) 622,748

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 西部住宅建設事務所庁舎清掃委託の支出(2月分) 378,455

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約(カラー２月分) 17,027

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約（ﾓﾉｸﾛ２月分） 35,012

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月20日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 66,598

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

通信施設の移設について（練馬北町二丁目ＡＰ） 528,300

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(下馬アパート１６号棟)29.3-30.2月分 32,649

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(東大泉アパート13号棟)12-2月分 22,197

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(拝島町三丁目ｱﾊﾟｰﾄ8号棟)1-2月分 34,177

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目アパート)29.7-30.1月分 177,854

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 下馬二丁目団地の共用灯電気料金の支出(3月分) 9,624

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 下馬二丁目団地(29号棟跡地)電気料金の支出(3月分) 712

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（幡ヶ谷三丁目アパート1-3号棟）2月分 20,039

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（代田一丁目アパート3号棟）2月分 6,017

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(白鷺一丁目第3ｱﾊﾟｰﾄ1号棟)2月分 12,942

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(長房南アパート南１号棟)2月分 3,333

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（長房南アパート南3号棟）2月分 6,823
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(上砂町一丁目ｱﾊﾟｰﾄ15-3号棟)2月分(追加) 6,094

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下連雀六丁目ｱﾊﾟｰﾄ2～3号棟）2月分 5,378

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（昭島玉川町アパート1-4号棟）2月分 41,538

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（仙川アパート12号棟）11-2月分 20,511

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（清瀬中里四丁目ｱﾊﾟｰﾄ1-8号棟）2月分 20,721

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（清瀬野塩アパー16号棟）12-2月分 11,109

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(清瀬野塩ｱﾊﾟｰﾄ1-16号棟ﾎﾟﾝﾌﾟ)1-2月分 30,626

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（村山アパート1112号棟）2月分 7,245

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（諏訪五丁目アパート1-11号棟）2月分 13,959

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業実施に伴う移転料の支出（八幡山アパート） 171,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）屋内給水衛生設備工事 51,804,020

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）屋内給水衛生設備工事 2,668,140

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営住宅29-10西（調布市緑ケ丘二丁目(3期)）地盤調査 7,560,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

電気通信設備の移設及び撤去について（日野新井） 542,630

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）工事 219,173,280

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）工事 6,093,360

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）工事 779,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 29CH-101西(東大泉三丁目第4･区施設)空調設備工その２ 16,900,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）屋内電気設備工事 40,552,160

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-108西（村山）屋内電気設備工事 120,960

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-102･103西(上石神井四丁目)屋外電気設備工事その2 1,500,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 27H-102･103西(上石神井四丁目)屋外電気設備工事その2 2,200,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 計画通知手数料の支出及精算(H27中野山王三丁目EV)B･C 18,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 計画通知手数料の支出及精算(30H-105西(日野新井))A棟 146,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 庁舎昇降機設備定期点検保守委託の支出(2月分) 45,679

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 庁舎昇降機設備定期点検保守委託の支出(2月分) 27,761

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 庁舎自家用電気工作物定期点検保守委託の支出(2月分) 15,181

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 庁舎自家用電気工作物定期点検保守委託の支出(2月分) 9,227

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 西部事務所庁舎警備委託(長期継続契約)の支出(2月分) 18,607

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 西部事務所庁舎警備委託(長期継続契約)の支出(2月分) 11,309

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(旭町二丁目第２ｱﾊﾟｰﾄ)2月分 2,744

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 中間検査手数料の支出及精算(28CH-102村山)工事 E棟２ 21,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（八幡山アパート12-22号棟）2月分 23,797

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（白鷺一丁目第3ｱﾊﾟｰﾄ4号棟）12-1月分 17,435
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（宮前三丁目アパート14号棟）12-2月分 9,797

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(長房東アパート東3号棟)12月分 10,811

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(上高田四丁目ｱﾊﾟｰﾄ2号棟）2月分 3,410

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート24号棟)12-2月分 16,011

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(天神町二丁目ｱﾊﾟｰﾄ1-4号棟)3-11月分 30,815

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(長房東ｱﾊﾟｰﾄ東2号棟)12・1月(差額)2月分 12,326

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート33・34号棟)2月分 6,754

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（下馬二丁目ｱﾊﾟｰﾄ2号棟）1月分 9,612

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（長房東アパート5号棟）8-11月分 17,395

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（東中神アパート１号棟）11-2月分 10,942

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート16号棟)2月分 2,143

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(大丸第２アパート1号棟)2月分 6,158

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月26日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 177

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-104･27H-117西(住吉町二丁目)屋内電気設 17,665,600

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-104･27H-117西(住吉町二丁目)屋内電気設 30,637,320

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内電気設 25,281,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内電気設 23,374,560

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内電気設 154,440

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内電気設 308,880

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅府中市住吉町二丁目団地H27他1団地EV設備工事 6,349,116

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅府中市住吉町二丁目団地H27他1団地EV設備工事 6,088,936

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅府中市住吉町二丁目団地H27他1団地EV設備工事 6,088,936

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅府中市住吉町二丁目団地H27他1団地EV設備工事 6,349,116

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 事務所ファイル共有サーバ賃貸借(長期継続契約)2月分 60,480

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理システム借入(長期継続契約)の支出(2月分) 59,940

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 西部住宅建設事務所観葉植物等賃貸借の支出(2月分) 6,480

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅26M-104西（練馬区旭丘一丁目）工事 107,433,240

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅26M-104西（練馬区旭丘一丁目）工事 46,662,675

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）畳工事 1,559,520

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-101･102西（久我山一丁目第２）畳工事 2,450,520

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-103･104･105･106西(粕谷二丁目)屋外給水衛生その3 2,300,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-103･104･105･106西(粕谷二丁目)屋外給水衛生その3 3,700,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-103･104･105･106西(粕谷二丁目)屋外給水衛生その3 4,100,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 26H-103･104･105･106西(粕谷二丁目)屋外給水衛生その3 2,300,000
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-114･115西(村山)給湯器浴槽設備工事 6,800,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-114･115西(村山)給湯器浴槽設備工事 3,300,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 ＦＡＸ用トナー外４点の買入れ 269,438

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 中間検査手数料の支出及び精算(28H-110(村山))H-2棟 21,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 中間検査手数料の支出及び精算(28H-114永山三丁目)B棟 34,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 中間検査手数料の支出及精算(28CH-102村山)工事 E棟３ 34,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(練馬富士見台ｱﾊﾟｰﾄ1・2号棟)6-1月分 62,903

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート22号棟)2月分 3,842

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(仙川アパート25号棟)1-2月分 6,849

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(村山アパート1125号棟)12-1月分 28,523

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックス借入(長期継続契約)支出(2月分) 3,694

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックス借入(長期継続契約)支出(2月分) 2,246

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 一般廃棄物等収集運搬処理委託(単価契約)支出(2月分) 4,626

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 一般廃棄物等収集運搬処理委託(単価契約)支出(2月分) 4,800

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託(単価契約)の支出(2月分) 4,233

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)の支出(2月分) 13,608

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（中神第3アパート3号棟）1月分 7,242

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ1-6号棟)7-1月分 1,034

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ2-3号棟)4-1月分 7,070

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ2-4号棟)29.2-30.1 1,333

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ3-7号棟)28.12-30.1 2,332

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目AP3-10号棟)28.11-30.2 593

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,042

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,379

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 49,929

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,573

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月27日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,025

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 公有財産購入費 土地売買代金の支出について（旧西愛宕小学校跡地） 1,416,812,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料(桜上水五丁目ｱﾊﾟｰﾄ 3・4・5号棟)３月分 5,251

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 東京街道団地中央通り街路灯電気料金の支出（3月分） 1,301

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 上北沢一丁目第２団地防犯灯電気料金の支出（3月分） 807

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月28日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 光熱水費 未入居電気料　(宮前三丁目アパート 16号棟）3月分 180

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-104･27H-117西(住吉町二丁目)屋内給水衛 23,798,160

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27M-104･27H-117西(住吉町二丁目)屋内給水衛 47,131,040
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内給水衛 37,949,280

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内給水衛 33,380,240

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内給水衛 293,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(住吉町二丁目)屋内給水衛 587,520

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(府中市住吉町二丁目)工事 153,642,080

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(府中市住吉町二丁目)工事 126,827,320

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(府中市住吉町二丁目)工事 3,039,120

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(府中市住吉町二丁目)工事 1,685,880

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-106･27M-103西(府中市住吉町二丁目)工事 3,371,760

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅29H-114西（多摩市中沢一丁目）工事 360,000,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

配電施設の移設について（上石神井四丁目３期） 907,848

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営住宅昭島市福島町団地他3団地TV電波障害調査委託 398,844

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営住宅昭島市福島町団地他3団地TV電波障害調査委託 803,844

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月29日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営住宅昭島市福島町団地他3団地TV電波障害調査委託 172,476

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 補償補填及賠償金 建替事業実施に伴う移転料の支出（八幡山アパート） 171,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(長房東アパート東4号棟)2月分 9,551

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(諏訪団地四丁目ｱﾊﾟｰﾄ3-8号棟)29.11-30.2 582

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年03月30日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(立川松中アパート1-33号棟)29.1-3月分 285,997

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク賃借料支払（長期契約） 21,600

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 平成29年医療施設整備費補助審査会速記委託の継続支出 29,160

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度「地方財務」の購読料の継続支払について 4,833

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度庶務事務に係る少額支払案件（3月分）支出 49,187

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク賃借料支払（長期契約） 21,600

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度当初予算概要」の印刷 295,920

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外６件の買入れ 170,542

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度当初予算明細書」外１点の印刷 298,080

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 平成29年度月刊「福祉保健」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用ﾃﾞｰﾀ作成委託 28,296

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの賃借に伴う経費の支出 9,180

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ＣＭＳ用サーバの借入れに伴う経費の支出 51,624

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃借料の支払について 8,295

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリ賃借料の支払について 126,360

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 文書溶解処理委託（単価契約）に係る経費の支払 10,800

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 文書溶解処理委託（単価契約）に係る経費の支払 5,022

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 福祉統計情報システム用サーバ機器等借入れの継続支払 289,548
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福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度月報「福祉行政・衛生行政統計」継続支払 44,647

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの賃借に伴う経費の支出 11,880

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ホテル宿泊料金の支払について 36,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 41,487

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 13,600

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 344,514

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払(1月分) 103,693

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 88,711

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 平成29年度月刊「福祉保健」のﾚｲｱｳﾄ編集委託及び印刷 36,720

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度月刊「福祉保健」のﾚｲｱｳﾄ編集委託及び印刷 169,198

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 観葉植物の賃借に伴う経費の支出について（継続支払） 30,348

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 細断機の賃借に係る経費の支出について（継続支払） 8,532

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入れに係る経費の支出 18,360

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡について 7,030

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れに伴う経費の支出 5,724

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ機器等の借入れに伴う経費の支出 60,480

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット接続（プロバイダ契約）に伴う経費の支 1,243

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外6紙の購読に係る経費の支出 83,682

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 液晶ディスプレイの借入れに伴う経費の支出 12,960

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書業務）に係る経費の支出について 269,948

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 社会保障生計調査に係る調査世帯謝礼金(2月分) 612,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都議会本会議・特別委員会答弁集の印刷 294,840

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 書籍（ゼンリン住宅地図）の買入れ 275,853

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「平成30年版　東京都区市町村組織人事一覧」の買入れ 135,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外6紙の購読に係る経費の支出 83,682

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支払について 36,606

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度統計事務に係る少額支払案件資金前渡 10,648

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 48,767

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 32,256

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 6,178

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 269,931

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 料金後納郵便利用代金の支出について（2月分） 137,192

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 要配慮者対策研修会に係る講師謝礼の支出について 9,300

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 要配慮者対策研修会に係る講師謝礼の支出について 432
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福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 平成29年度月刊「福祉保健」配送委託に伴う経費支出 155,194

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給契約に基づく借上料の支払（２月分） 8,800

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給契約に基づく借上料の支払（２月分） 19,440

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ホテル宿泊料金の支払について 12,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外6紙の購読に係る経費の支出 83,682

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度人口動態統計月報の印刷 24,840

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 郵券の購入について 16,400

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 7,121

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払(2月分) 844,565

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外6紙の購読に係る経費の支出 83,682

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの賃借に伴う経費の支出 11,880

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 福祉保健局情報セキュリティ監査委託 1,717,200

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 社会保障生計調査「世帯の状況」外２点の印刷 75,492

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査の集計処理等委託 486,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 平成29年度福祉衛生班会議等手話通訳の委託(単価契約) 13,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 ｢平成28年医療施設（動態）調査」集計委託 486,000

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 ｢平成28年人口動態調査｣の電算集計処理及び統計表作成 486,000

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 B型肝炎定期検診の委託に伴う経費の支出（継続支払） 26,308

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬委託(単価契約・１２月分) 36,751

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬委託(単価契約・１２月分) 44,102

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬委託(単価契約・１２月分） 1,049

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬委託(単価契約・１２月分） 1,258

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 平成29年度職員課複数の少額支払案件に係る資金前渡 8,169

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 B型肝炎ワクチンの買入れに伴う経費の支出(H30.2月分) 2,322

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 平成29年度自動車任意保険契約に係る経費の支出 63,330

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 職員の病気休職に係る指定医師診断書料の支出について 80,782

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＩＣカードリーダ／ライタの買入れに伴う経費の支出 178,200

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地内旅費支出（平成29年度3月分） 31,323

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地内旅費支出（平成29年度3月分） 225,543

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地内旅費支出（平成29年度3月分） 3,835

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度近接地内旅費支出（平成29年度3月分） 330

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＩＣカードの買入れに伴う経費の支出について 207,900

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 Ｈ29福祉保健局職員研修等事業の委託料の支出 312,000

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 研修センター29石綿含有分析調査委託の支払いについて 283,508
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福祉保健局 総務部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 委託料 研修センター29石綿含有分析調査委託の支払いについて 8,092

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度パソコンの借入れに係る経費の支出（継続支 5,508

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度図面用機器の賃貸借に係る経費の支出(継続 44,064

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度印刷機の借入れに係る経費の支出(継続支払) 48,060

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 七生福祉園（29）高年寮個室化その他改修工事 26,932,720

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度日刊建設工業新聞の購読に係る支出(継続支 9,180

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都障害者福祉会館（H29）空調設備改修工事 27,540,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 障害者福祉会館(29)空調設備改修工事監理業務 1,965,600

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 電動パンチ外２点の買入れ 101,718

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 民間社会福祉施設建替促進(29)昇降機設置工事(A棟) 13,300,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度福祉保健局大久保分庁舎管理経費の支出 776,989

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 東京都福祉保健局大久保分庁舎建物管理委託経費の支出 123,050

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 心身障害者福祉センター多摩支所（29）移転改修工事 24,726,400

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 民間社会福祉施設建替促進(29)昇降機設置工事(B棟) 13,300,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 心身障害者センター多摩支所（29）移転改修工事監理 3,061,800

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 北療育城南分園(29)空調設備(1期)電気設備工事 11,439,840

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(カラー)(単価)(その２)に係る支出 5,677

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)に係る経費の支出 163,813

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 府中療育センター(29)倉庫等解体撤去実施設計(その3) 2,041,200

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)(その２)に係る経費の支出 181,085

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 七生福祉園（29）高年寮個室化その他改修工事監理業務 2,808,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都戦没者霊苑（29）戸開走行保護装置設置工事 4,298,400

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 児童相談センター西部一時保護所(29)児童居室改修工事 8,399,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 児童相談センター西部保護所（29）居室改修工事監理 1,115,100

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 社会福祉保健医療研修センター（29）昇降機改修工事 21,651,050

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 工事請負費 社会福祉保健医療研修センター（29）昇降機改修工事 1,048,950

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 八王子児童相談所（29）一時保護所改修工事実施設計 4,276,800

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 大田福祉工場(宿舎棟)通勤寮外1件(29)解体実施設計 4,804,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 民間社会福祉施設建替促進施設(29)新築空調設備工事 175,800,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 広尾看護専門学校(29)電話交換設備改修工事(その2) 4,928,040

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 北療育センター城南分園(29)電話設備更新工事(その2) 6,991,979

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度庶務事務に係る少額支払案件（3月分）支出 48,751

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度NPO貸付事業借入金元利補助金（下半期） 2,014,709

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 29年度福祉人材総合支援事業委託料支出（第4四半期） 11,760,000
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福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 法規集追録の買入れ 53,150

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 法規集追録の買入れ 31,951

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れに伴う経費の支出 5,724

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 東京都福祉人材情報ﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑに係るｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ提供委託 1,039,404

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 東京都地域福祉支援計画策定委員会速記の支出(第6回) 29,160

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 第６回地域福祉支援計画策定委員会（報償費） 98,100

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 第６回地域福祉支援計画策定委員会（特別旅費） 4,702

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット接続（プロバイダ）に伴う経費の支出 10,584

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 監理団体等助成費
負担金補助及交付
金

29福祉医療機構借入金利子補給費補助（第４四半期） 202,034,322

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット接続（光回線）に伴う経費の支出 6,156

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

委託料 東京都南方地域戦没者慰霊碑維持管理委託（1月分） 93,960

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度白鬚東倉庫のエレベーター定期点検保守委託 238,464

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 一般需用費 29東京都硫黄島追悼式の実施に伴う耳栓の買入れ 12,150

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）に伴う支払 127,585

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 27,999

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 61,947

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 11,039

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支払い 3,565

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 一般需用費 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣に伴う知事供花料 9,950

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣に伴う知事供花料 216

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 南千住倉庫外２か所の受水槽等の清掃委託 205,200

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 北烏山倉庫外２か所の除草・剪定作業委託 268,812

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度麻布十番駅地下倉庫湧水下水道料金 2,332

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

使用料及賃借料 軍恩システム機器借入継続支払（月分） 50,004

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

使用料及賃借料 戦傷病者援護システム機器借入継続支払（2月分） 20,844

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ 24,360

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ネットワークシステムの借入れ 8,715

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

使用料及賃借料 29 硫黄島追悼式一般貸切旅客自動車の借上げ 259,200

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 一般需用費 平成29年度ﾏｰｼｬﾙ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ諸島慰霊巡拝への知事供花料 6,480

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 平成29年度ﾏｰｼｬﾙ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ諸島慰霊巡拝への知事供花料 216

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 光熱水費 東京都南方戦没者慰霊碑霊域の水道料金（2月分） 1,023

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 災害救助用食糧の搬送に係る経費の支出について 21,000
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福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,238

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,280

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

使用料及賃借料 29援護システムハードウェア機器及びシステム導入作業 31,428

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

委託料 29援護システムに係る運用支援業務委託の継続支払い 92,448

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 郵便切手の購入及び経費の支出について（3月分） 36,000

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 郵便切手の購入及び経費の支出について（3月分） 28,040

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 郵便切手の購入及び経費の支出について（3月分） 3,526

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度災害援護資金利子補給の支出（大島町） 91,800

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 平成29年度複数少額案件に係る前渡金について 540

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数少額案件に係る前渡金について 51,794

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

委託料 平成29年度東京都硫黄島「鎮魂の丘」維持管理委託 249,318

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 北烏山倉庫外２か所のシャッター保守点検委託 298,080

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 白鬚東倉庫外２か所の非常用消防設備修繕 296,676

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 339

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 5,430

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 174

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 16,521

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 16,018

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 71,928

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 特別旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 8,724

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 28,950

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度１月分） 130,523

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 35,448

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 167,391

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 6,055

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 28,539

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 54,544

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 21,224

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 46,180

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 28,307

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払いについて（２月分） 16,792

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫外7か所自家用発電機定期点検保守 93,177

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 一般需用費 平成29年度ﾐｬﾝﾏｰ戦没者遺骨収集派遣に伴う知事供花料 7,800
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福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 平成29年度ﾐｬﾝﾏｰ戦没者遺骨収集派遣に伴う知事供花料 216

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

需用費 一般需用費 平成29年度ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸島遺骨収集への知事供花料 7,000

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 平成29年度ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸島遺骨収集への知事供花料 108

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払について（平成３０年２月手書確認分） 590

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 城南大橋第二倉庫外３か所の電気料金の支払いについて 107,542

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,950

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,276

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,515

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,397

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,009

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 35,837

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,675

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

役務費 労働者派遣（特別弔慰金業務）（単価契約）の支払 1,068,552

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）に伴う支払 67,683

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 9,720

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 40,153

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 11,905

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 特別弔慰金事務等に係る書類の保管委託（単価契約） 114,084

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,546
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福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度西新小岩倉庫の警備委託 12,204

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度南千住倉庫の警備委託 30,240

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度城南大橋第二倉庫の警備委託 21,600

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度麻布十番駅地下倉庫の警備委託 14,904

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度白鬚東倉庫の警備委託 14,644

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度塩浜倉庫の警備委託 15,120

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度清澄白河駅地下倉庫の警備委託 14,040

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度船橋倉庫の警備委託 12,960

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度北烏山倉庫の警備委託 19,440

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫警備委託 11,880

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度援護関係事務委託費の返納に係る支出 8,310,625

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支払い 10,594

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

委託料 東京都南方地域戦没者慰霊碑維持管理委託（2月分） 93,960

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度白鬚東倉庫のエレベーター定期点検保守委託 238,464

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費
負担金補助及交付
金

２９地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金の支出 2,381,987,000

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費
負担金補助及交付
金

２９地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金の支出 920,056,000

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費
負担金補助及交付
金

２９地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金の支出 158,736,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度生活保護法73条及び中国残留邦人等都負担金 3,278,784,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 医療費の診療報酬明細書に係る点検等の委託の支払 38,657

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度生活保護システムプログラムの借入れ 129,600

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度生活保護システムプログラムの借入れ 97,200

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 報償費 東京都生活保護等協力弁護士への謝礼金支払(2月分) 24,064

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 医療扶助に伴う審査支払事務費 13,277,738

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

民間社会福祉施設サービス推進費3月分の支払（外部） 104,223,411

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度施設整備補助金の支出について 4,968,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度施設整備補助金の支出について 3,780,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による介護費（扶助費）の支払 6,819,761

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 介護扶助に伴う審査及び支払事務費 3,578,550

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度被保護者調査・年次調査の集計等委託 642,600

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度生活保護費等国庫負担金額の確定に伴う返納 47,556,910

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による医療扶助費の概算払い（2月診療分） 74,885,008

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 住居喪失不安定就労者・離職者等ｻﾎﾟｰﾄ事業委託契約 6,187,596
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福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 委託料 地域居住支援モデル事業委託料（第4四半期） 4,858,993

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 役務費 平成29年度福祉のまちづくり推進協議会等手話通訳委託 18,800

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 旅費 特別旅費 民生児童委員との意見交換会開催に伴う旅費の支出 97,869

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京善意銀行事業補助金支出（第4四半期） 5,463,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度パーソナルコンピューター等の借入れ 40,716

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 「民生委員・児童委員必携第62集」の買入れ 1,952,268

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 使用料及賃借料 H29PC装置賃借料の継続払い（介護福祉修学資金ｼｽﾃﾑ） 14,700

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 旅費 特別旅費 第11期福まち推進協議会第7回専門部会の特別旅費 10,252

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 H29民生委員分科会に係る特別旅費の支出（第119回） 2,898

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度パーソナルコンピュータ賃借料の継続支払 756

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 平成29年度解嘱辞令等筆耕委託契約の支払 4,320

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度介護福祉士修学資金等貸与事業補助金の支出 80,319,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度生活支援付すまい確保事業補助金の支出 39,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 委託料 福祉のまちづくりホームページ更新委託 211,680

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業手引の印刷 135,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 旅費 特別旅費 民生児童委員区市町村会長会開催に伴う旅費の支出 110,169

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都福まち条例事務処理特例交付金 6,305,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費
負担金補助及交付
金

H29年度民生委員協議会都負担金の支出（第4四半期） 265,682,711

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度民生委員推薦会等に関する経費の負担金支出 6,495,815

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉推進課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度ＵＤのまちづくり緊急推進事業補助金の支出 160,509,000

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 窓口強化支援事業（研修等）委託費（第４四半期） 3,221,856

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 需用費 一般需用費 平成29年度越年対策宿泊施設における食事の提供 607,486

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 報償費 29年度多重債務問題研修(経験向け第2回)外部講師謝金 24,064

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 報償費 医療通訳研修開催に伴う経費（講師謝礼）の支出 189,000

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 報償費 中国帰国者等臨時窓口相談員に対する報償費の支出 42,025

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 旅費 特別旅費 中国帰国者等臨時窓口相談員に対する旅費の支出 4,926

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入（生業資金システム） 6,696

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度　生業・応急資金事務システム保守管理委託 30,240

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 TOKYOﾁｬﾚﾝｼﾞﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委託費（第4四半期） 72,442,384

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

介護職支援コース特別貸付補助金（第４四半期） 11,359,500

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 山谷対策なぎさ寮の警備委託経費の支出（30年2月分） 28,541

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 使用料及賃借料 自立支援センター豊島寮の借入れ　２月分 6,777,000

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 使用料及賃借料 自立支援センター足立寮の借入れ　２月分 3,079,999

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 使用料及賃借料 自立支援センター新宿寮の借入れ　２月分 3,921,444

201 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

TOKYOﾁｬﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ(ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)の光熱水費の支出 404,727

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 介護支援給付に伴う審査及び支払事務費の支出 30,510

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

普通財産使用許可に伴う光熱水費の支出（30年2月分） 2,036

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 役務費 山谷対策施設なぎさ寮に係る電話料金の支出30年2月分 3,159

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 報償費 東京都中国帰国者等生活相談員に対する報酬費の支出 35,561

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 旅費 特別旅費 東京都中国帰国者等生活相談員に対する旅費の支出 9,800

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 29年度夜間調査従業員の出張旅費 1,374

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 平成29年度山谷地域越年対策事業の事前相談業務委託 61,124

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 委託料 平成29年度都営住宅特別割当募集等業務委託（第2回） 49,729

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 医療支援給付に伴う審査及び支払事務費の支出 131,334

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 29年度夜間調査(第1ブロック)の支払い 180,360

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 29夜間調査業務委託(第2ブロック)の支払い 147,960

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度夜間調査（第5ブロック）の支出 183,600

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 29夜間調査業務委託(第3ブロック)の支払い 147,960

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 使用料及賃借料 目黒寮駐車場の賃料支払い(30年4月分) 40,000

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業補助金の支出 90,000,000

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 福祉保健局生活福祉部生活支援課分室の嘱託登記作成 291,600

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 使用料及賃借料 新宿寮巡回相談事務スペースの賃料（30年4月分） 201,280

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 需用費 一般需用費 ＣＤ－Ｒ外１点の購入について（資金前渡） 3,451

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

29路上生活者対策モデル事業運営費補助金の支出 84,318,750

福祉保健局 生活福祉部 生活支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

29年度自立生活スタート支援事業運営費補助金の支出 17,280,000

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分例月旅費の支出（システム処理分） 217,588

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年1月分例月旅費の支出（システム処理分） 23,618

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度　チケットによるタクシー使用料金の支出 58,098

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 第４回策定委員会委員報償費 268,403

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度看護の購読に伴う継続支払 1,555

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度病院外１４点の購読に伴う継続支払 30,986

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバ等の借入れに伴う継続支払 84,240

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外５紙の購読に伴う継続支払 22,997

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度丁合機の借入れに伴う継続支払 6,696

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度軽印刷機の借入れに伴う継続支払 15,120

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリ借入れ(再リース）継続支払 1,047

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 複数の総額支払案件に係る前渡金の準備（一般需用費） 68,290

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（役務費） 1,972
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福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 役務費 策定委員会速記委託費（２月２３日分） 25,596

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度看護の購読に伴う継続支払 1,555

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度病院外１４点の購読に伴う継続支払 23,126

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに伴う継続支払 219,749

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払い（２月分） 239,235

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払い（２月分） 893,850

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払い（２月分） 2,415

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 高齢者施設認可等に係る書類保管委託に伴う継続支払 33,125

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 ロボット介護機器パンフレットの編集及び印刷 225,504

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 51,408

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の印刷 351,000

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 「介護報酬改定関係資料」の印刷 624,240

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度　チケットによるタクシー使用料金の支出 156,814

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 第５回策定委員会委員報償費 218,443

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月例月旅費の支出（システム処理分） 251,201

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年2月例月旅費の支出（システム処理分） 32,061

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 76,470

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 役務費 給付適正化部会速記委託費（３月分） 37,665

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 報償費 介護予防地域ケア個別会議実践会議の報償費　1～2月分 188,646

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 第４回東京都介護予防推進会議に係る報償費 49,440

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 地域拠点型認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ連絡会の開催に伴う経費 2,064

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 看護師認知症研修Ⅲ、研修あり方検討会の経費の支出 20,908

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 役務費 看護師認知症研修Ⅲ、研修あり方検討会の経費の支出 648

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 若年性認知症企業向けセミナーの出演に係る謝礼の支出 10,470

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度認知症シンポジウム運営業務委託 970,902

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 役務費 各種会議の速記録の作成委託料の支出 36,720

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度認知症支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補助金(変更）の支出 105,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 第3回看護師認知症対応力向上研修あり方検討会報償費 119,043

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅲの講師謝礼の支出 382,687

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度老人クラブ助成事業補助金の交付 121,106,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度老人クラブ助成事業補助金の交付 5,100,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 使用料及賃借料 若年性認知症企業向けｾﾐﾅｰの開催に伴う会場経費の支出 114,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 役務費 若年性認知症企業向けｾﾐﾅｰの開催に伴う会場経費の支出 864

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 第4回東京都介護予防推進会議の速記録委託料の支出 68,040
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福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 認知症医療部会（第１５回）の開催に係る報償費の支出 201,443

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 認知症対策推進会議(第27回)の開催に伴う経費の支出 2,300

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

29年度高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金の支出 3,613,443,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成28年度地域支援事業交付金額確定に伴う追加交付 316,358,981

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域支援事業交付金(都交付金)第三回支出 2,508,150,031

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 看護師認知症対応力向上研修テキスト原稿執筆謝礼 243,242

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 看護師認知症対応力向上研修テキスト原稿監修謝礼 54,234

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 第6回高齢者医療・研究分科会の経費に要する資金 1,800

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

29東京都介護老人保健施設整備資金利子補給補助事業 400,512,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度定期借地権利用整備補助金の支出について 1,000,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

特養の整備に伴う地域福祉推進交付金の支出について 50,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所設備管理委託に係る支出 355,242

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所設備管理委託に係る支出 1,158

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払いについて 962

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 H29年度第2回老人共同墓地埋葬に伴う経費支出(献花代) 16,200

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 報償費 平成29年度第3回都市型軽費審査会の支出（報償費） 24,060

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 50,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 659,600,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支払について　板橋区仲町守衛所 2,949

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 旧板橋ナーシングホーム文書の保管及び運搬業務委託 35,094

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所設備管理委託に係る支出 92,579

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所設備管理委託に係る支出 301

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢者病院費 委託料 平成29年度複合施設緑地の植栽管理委託 172,800

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 第6回高齢者医療・研究分科会の速記委託（3月分） 34,560

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度民間施設ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金支出（3月分） 127,769,817

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 報償費 特養等の運営指導に関する専門相談に係る経費の支出 12,032

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 東京都老人共同墓地慰霊祭遺骨保存袋の購入 71,280

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度春季墓参に係る経費の支出 15,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 816,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 仲町構内外１か所自家用電気工作物保守委託に係る支出 13,879

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 仲町構内外１か所自家用電気工作物保守委託に係る支出 7,721

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29都市型軽費サービス提供費用補助金支出（3月分） 142,927,844

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度老人福祉施設整備費補助金の支出 1,279,080,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払（老年学情報センター） 11,620
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 645,825,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 143,568

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 103,752

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29年度看取り支援事業補助金の支出について(3月分) 336,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢者病院費 委託料 平成29年度複合施設緑地清掃業務委託の契約代金の支出 71,100

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 45,500,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 平成29年度感染症指導者養成研修講師に対する謝金支出 21,281

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ガードフェンスのリース 276,480

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 第6回高齢者医療・研究分科会の旅費（3月実施分） 1,580

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 東京都福祉保健局東村山構内PCB廃棄物の収集運搬委託 108,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29特養経営支援補助金支出（第２回） 560,691,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29軽費老人ホーム(ｹｱﾊｳｽ)運営費補助金の支出(３月分) 65,397,614

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29軽費老人ホーム(A・B型)運営費補助の支出(３月分) 43,768,482

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度潜在的介護職員活用推進事業（12月分） 4,388,472

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 平成29年度第3回訪問看護推進部会に係る委員謝礼金 119,043

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 訪問看護教育STに係る意見交換会の経費支出（第3回） 2,880

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度新任訪問看護師就労応援事業費補助金の支出 1,200,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れに係る経費の支出 12,180

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューター機器の借入れ 24,360

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 サーバ機器の借入れに係る経費の支出 9,914

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 使用料及賃借料 29年度ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ借入れに伴う継続支払 8,190

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 旅費 特別旅費 東京都介護保険審査会委員報酬等の継続支払について 3,884

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 報償費 平成29年度第3回運営適正化委員会の委員報酬の支払 69,603

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度介護給付費都負担金の支出（第11回） 10,433,040,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 役務費 平成29年度東京都介護保険審査会の開催に伴う速記委託 16,200

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成２９年度低所得者保険料軽減都負担金（第２回） 166,637,838

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 役務費 平成29年度東京都介護保険審査会の開催に伴う速記委託 24,300

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度社福等による軽減補助金 53,727,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度介護事業者による軽減補助金 2,906,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度障害者・離島軽減補助金 77,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 需用費 一般需用費 第2回介護支援専門員研修向上委員会に係る経費の支出 1,800

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度代替職員確保事業（1月分） 8,529,097

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 介護職員就業促進事業説明会会場借り上げ費用の支出 502,200

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 介護職員就業促進事業説明会会場借り上げ費用の支出 540
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福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29訪問看護ST代替職員確保支援事業費補助金の支出 1,449,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度潜在的介護職員活用推進事業（1月分） 3,557,817

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度介護給付費都負担金の支出（第12回） 8,836,900,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支出（H29　1月分） 65,483

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度職場研修にかかる講師謝礼の支払について 67,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れに係る継続支出　月分 24,360

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借に関する契約に係る支出　月分 7,020

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度シュレッダーの賃借料に係る経費の支出 14,889

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度印刷機の賃貸借に係る経費の支出 10,908

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外5紙の年間購読 30,540

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度シュレッダーの賃借料に係る経費の支出 19,980

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度丁合機の賃借に係る経費の支出 21,427

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 29年度児童福祉審議会委員の費用弁償の支出（2月分） 14,546

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 27,259

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都広尾庁舎に係る経費の支出について２月分 627

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡金の準備 67,413

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡金の準備 49,400

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度東京都子供・子育て会議委員の費用弁償 24,006

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の旅費の支出（平成29年度3月分） 28,440

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 東京都子供・子育て会議の速記及び音声起こし委託支出 4,266

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 複写機の複写サービスに関する支出について 34,229

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 91,800

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 78,964

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 H29子育て応援とうきょうパスポートステッカー 6,578

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度利用者支援体制強化事業の支出 93,747,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 とうきょう子育て応援ブック印刷に係る支出 3,051,692

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 とうきょう子育て応援ブック印刷に係る支出 1,335,268

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 後納郵便の支払について（平成30年2月分） 252,624

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 後納郵便の支払について（平成30年2月分） 232,372

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 文書箱の搬送 84,391

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都多摩児童相談所(H29)照明器具更新工事 12,427,560

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 複写機の複写サービスに関する契約に係る経費の支出 186,532

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度子供家庭支援区市町村包括補助金の支出 6,413,009,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度子供家庭支援区市町村包括補助金の支出 1,245,800,000
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福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 29年度児童福祉審議会の速記委託の支払（2月分） 145,044

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 子育て応援とうきょうパスポート事業母子保健バッグ用 642,060

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 284,925

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支出（H29年度　2月分） 443,290

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 特別非常勤職員等の旅費の支出（平成29年度2月分） 1,565

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 特別非常勤職員等の旅費の支出（平成29年度2月分） 590

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 委託料 ファイルサーバのデータ移行作業委託 297,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費等の支出（平成29年度2月分） 384,689

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 普通旅費等の支出（平成29年度2月分） 34,185

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 普通旅費等の支出（平成29年度2月分） 126,552

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度東京都子供・子育て会議委員の費用弁償 348

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度東京都子供・子育て会議委員の費用弁償 17,646

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 「子供と家庭・女性福祉　母子保健　施策概要」の印刷 270,270

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成28年度児童虐待死亡事例等検証部会報告書の印刷 130,680

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 290,304

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 495,885,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 869,717,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 556,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 9,440,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 4,861,272,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 53,536,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 192,163,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 100,694,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 40,289,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 712,093,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 999,458,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 587,679,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 186,377,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 615,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 5,265,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 867,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都子供・子育て支援交付金の支出 1,306,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 貸付金 H29女性福祉資金貸付事業費の支出（第4四半期追加分） 908,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 H29児童養護施設等の資質向上研修委託料支出 3,700,000
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 平成29年度「もっと知りたい！養育家庭(里親)」の開催 37,200

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 平成29年度「もっと知りたい！養育家庭(里親)」の開催 67,500

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度民間社会福祉施設整備費補助の支出 341,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 216,240,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度母子生活支援施設産休等代替職員費補助金 1,806,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(2月分) 100,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度里親交流事業補助金支出（第3四半期） 801,100

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月09日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 H29母子父子福祉資金貸付事業費支出(第4四半期追加3) 8,299,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(2月分) 100,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 東京都母子及び父子福祉資金に係る法律相談料の支出 24,064

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 児童扶養手当（平成30年2月処理分）の支出について 696,620

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡について 29,216

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 7,212,451

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(2月分) 70,500

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度職場研修の実施にかかる経費の支出について 83,300

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度GH・FH設置促進事業補助金の支出（追加分） 4,435,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(3月分) 100,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 29母子父子福祉資金業務用パソコンに係る賃借料の支出 10,584

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月15日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 役務費 母子福祉資金返還金口座振替委託に係る支出（２月分） 1,892

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度すまい確保支援事業補助金支出 3,500,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 4,306,080

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費補助金（乳児院） 35,071,163

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（児童養護）支出について 191,655,979

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度サービス推進費の継続支払いについて 13,258,745

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 35,975,601

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾚｽﾊﾟｲﾄ･ｹｱ事業の実施に係る交流経費の支出 128,800

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 53,254,288

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 18,095,402

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 99,416

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 2,990,133

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 28,234,351

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 116,626

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 委託料 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 364,666

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度児童福祉施設等入所児童に係る医療費 26,918
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年児童福祉施設等入所児童に係る医療費 13,464,378

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年児童福祉施設等入所児童に係る医療費 15,605

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度里子養育委託費の継続支出について 89,281,733

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 4,720,915

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,091,330

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 6,534,223

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,071,888

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,426,492

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,326,438

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,694,956

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,521,566

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,980,742

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,456,010

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,191,885

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,617,730

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,533,288

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,231,046

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 1,911,158

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 44,006,182

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 41,581,323

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 38,194,970

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 33,506,892

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 49,914,147

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 35,189,190

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 27,450,795

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 37,789,201

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 40,336,029

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 35,656,362

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 35,097,639

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 30,638,321

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 37,449,840

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 33,214,275

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 31,160,744

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 47,884,887
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 28,164,647

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 11,491,396

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 2,472,561

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 2,241,890

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 4,999,020

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,322,376

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の支出について 12,862,289

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 15,356,676

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,207,038

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,516,925

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,453,900

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 815,758

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,737,486

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 2,119,347

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 725,900

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,053,887

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 623,198

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,057,001

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,754,311

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,885,305

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,550,890

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 47,352,260

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 41,446,115

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 20,044,062

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 24,862,745

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 26,333,313

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 25,595,702

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 33,529,264

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 41,817,273

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 25,143,968

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 46,010,928

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 38,185,528

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 28,067,185

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 44,828,251
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 21,559,638

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 32,077,003

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 26,451,804

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 15,121,902

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 44,310,930

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 26,484,096

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 27,241,349

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 38,956,389

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 38,837,978

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 48,210,874

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 32,157,697

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 23,362,570

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 30,078,218

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 31,260,782

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 26,722,772

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 30,908,463

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 24,305,519

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 30,952,703

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 25,890,528

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 26,757,618

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 20,742,855

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 2,383,812

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 2,156,564

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,866,081

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 養育家庭体験発表会の実施に係る速記委託（11月分） 518,400

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 2,650,530

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,317,804

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,319,726

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 「児童手当等制度案内リーフレット」の印刷 237,600

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度自立支援強化事業補助金支出(後期追加分) 618,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(3月分) 100,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練促進給付金の継続支払(3月分) 100,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 平成29年度里親支援機関事業育児家事援助者派遣支出 329,218

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 地域生活支援事業（ふらっとホーム事業）委託費支出 4,161,000
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 記念品の購入 146,070

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 児童扶養手当返還金納入通知書の作成 62,100

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都自立援助促進事業補助金支出 1,267,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 微量PCB含有量の分析業務委託に係る経費の支出 81,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 児童養護施設入所児童等調査調査員手当の支出について 356,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度次世代育成支援対策施設整備交付金の返還 108,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度次世代育成支援対策施設整備交付金の返還 124,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練修了支援給付金の支出（29-東修1) 50,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 37,115,785

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく措置費支出 60,669,018

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 45,172,844

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 60,682,427

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 38,131,467

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 41,814,522

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 41,189,386

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

H29人材確保事業補助金変更交付決定に基づく支出 2,676,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29専門機能補助金変更交付決定に基づく支出 109,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 39,541,253

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく措置費支出 51,479,898

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法による措置費支出 40,418,837

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰによる養育家庭制度の広告作成・掲載委託 2,667,600

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

H28年度母子生活支援施設措置費等都負担金　額の確定 15,721,307

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度母子生活支援施設措置費等都負担金第２回支出 389,699,750

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 自立支援教育訓練給付金の支出について(29-東指1) 28,080

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29サービス推進費（都外母子生活支援施設）支出 420,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度学校生活支援員雇用経費の支出 230,700

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金の支出 513,324,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 教育・保育施設等における重大事故検証委員会の謝礼金 86,083

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 保育所等の事故検証委員会の速記・音声起こし委託支出 29,862

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都認可化移行総合支援事業補助金の支出 90,910,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29年度一時預かり・定期利用保育事業補助金の支出 640,516,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 21,779

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度事業所内保育施設支援事業補助金の支出 42,268,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都認証保育所運営費等補助金の交付決定 3,661,367,000
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福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金の3月分の支出について 992,521,590

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金の3月分の支出について 618,009,787

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 労働者派遣（保育助成担当業務に係る補助事務）2月分 225,822

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度保育所等賃借料補助事業補助金の支出について 4,626,737,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度病児保育施設整備費補助金に係る支出 48,689,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度賃貸物件保育所開設準備経費補助事業の支払 1,552,736,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 教育・保育施設等における重大事故検証委員会の謝礼金 86,083

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都子育て推進交付金の政策誘導分の支出 2,732,321,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度院内保育事業運営費補助金の支出 415,045,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度待機児童解消区市町村支援事業の支払 23,377,925,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

29年度子どものための教育・保育給付費都費分第3回 566,724,166

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度子どものための教育・保育給付費都費分第3回 7,663,551,800

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29年度子どものための教育・保育給付費都費分第3回 1,154,856,760

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

定期借地権利用による認可保育所等整備促進事業の支出 319,302,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 認証保育所等財務分析調査報告に係る謝礼金の支出 102,272

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金の追加支出（区市町村）① 917,262,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

29保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金の追加支出（区市町村）② 17,232,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 特定不妊治療費助成金の支出（30年2月9日承認） 150,404,307

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 報償費 平成29年度第10回母子保健研修講師謝礼の支出 54,144

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 平成29年度母子保健事業報告用パソコンの貸借料 8,424

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 不妊検査等助成業務用パソコンの賃借料（２月分） 12,960

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度不妊検査等助成事業システム保守委託 79,200

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 報償費 ２９年度特定不妊治療医療機関再審査に係る経費の支出 197,753

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 都有地における草刈等業務委託 172,800

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 報償費 平成29年度第1回新生児聴覚検査検討会の委員謝礼支出 36,090

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件(一般需要費：3月分)の支出 44,375

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度少額支払案件(役務費：3月分)の支出 108

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 ＃８０００ダイヤルサービス料の支出について 12,606

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度更新通知書兼申請書の封入作業委託2月分 35,402

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 労働者派遣（電話対応及び事務）（単価契約）の支出 681,987

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 チャイルドビジョン（幼児視界体験メガネ）の印刷 40,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 チャイルドビジョン（幼児視界体験メガネ）の印刷 158,720

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児相ｼｽﾃﾑ用帳票定義運用及び作成製品借入の継続支出 126,900

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児相ｼｽﾃﾑ用機器等借入の継続支出 634,068
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福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 事務用パソコン(通年開所用)借入の継続支出 10,044

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等借入の継続支出 192,240

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児相ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ用機器等借入の継続支出 802,656

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 特定不妊治療費助成金の支出（30年2月23日承認） 163,540,275

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 労働者派遣（子育て事業担当業務に係る補助事務） 205,719

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 負担金徴収事務に係る端末装置の賃借料の支出について 42,714

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成２９年度先天性代謝異常等検査委託料（単価契約） 25,479,114

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 東京都不妊検査等助成金の支出（H30.2.16承認分） 9,341,551

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都未熟児養育医療事業負担金の支出 9,831,692

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 報償費 平成29年度第4回子供手帳モデル検討会の委員謝礼支出 74,040

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度母子保健運営協議会議事の速記委託料の支出 48,600

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 労働者派遣（小児慢性特定疾病医療費助成事務等補助） 214,372

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 料金受取人払後納郵便料金の支出（2月分） 14,264

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分） 139,536

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分） 200,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分） 267,214

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 特定不妊治療費助成金の支出（追加承認） 175,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 小児慢性特定疾病医療受給者証の印刷 172,800

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 需用費 一般需用費 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書の印刷 184,680

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童館環境整備事業補助金の支出 208,193,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月22日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

H28小児慢性特定疾病児童等自立支援事業負担金の返納 524,142

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度出産・子育て応援事業補助金の支出 1,160,631,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度都型学童クラブ事業補助金の支出 869,494,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 特定不妊治療費助成業務用パソコンの賃借料2月 11,772

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 特定不妊治療費助成事業業務用パソコン賃借料2月 9,936

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度特定不妊治療費助成事業システム保守委託 79,200

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度小慢日生具補助金の変更交付決定に伴う支出 310,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 226,643

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

H28未熟児養育医療都負担金の交付額確定に伴う支出 47,472,750

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都児童相談所全国共通ダイヤル相談等業務委託 1,647,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２８年度育成医療都負担金の再確定に伴う追加支出 82,823

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 東京都不妊検査等助成金の支出（H30.2.28承認分） 9,639,103

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 児童虐待防止普及啓発物品（不織布バッグ）の買入れ 2,099,520

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成２８年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金の返納 1,901,000
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福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度入院助産都負担金の変更交付決定に伴う支出 35,684,928

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成２８年度小児慢性特定疾病医療費国庫負担金の返納 387,141,392

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 「東京OSEKKAI化計画」ホームページ修正の委託 32,400

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 30年度虐待対策委員会設置病院連絡会講師謝礼金の支出 32,056

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成28年度入院助産都負担金交付額の確定に伴う支出 595,985

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都八王子福祉園(H29)井戸ポンプほか改修工事支出 13,260,240

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

２９年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 1,174,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金 1,822,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度障害者通所施設等整備費補助金支出 50,824,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 18,997,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金の支出 2,312,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払い（１月分） 720,701

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 事務用品の購入 299,277

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 3,003,369

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 3,501,475

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 5,899,921

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成２９年度産業廃棄物の処分委託に係る経費 7,776

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 中難手話講習会の開催準備に係る要約筆記の委託 22,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 東京ﾁｬﾚﾝｼﾞｵﾌｨｽ事業の実習生に対する日当の支出 20,196

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（差額分・2月分） 5,125,505

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 緊急自動車運行委託（単価契約）継続支払(１月分) 6,372,179

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 687,837

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 759,571

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 2,745,188

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度障害児措置費の支出（1月分） 5,998,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（1月分） 287,496

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 368,734

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員1月分 239,190

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 5,804,346

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（1月分） 303,221

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件の資金前渡について(3月分) 130,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 平成29年度少額支払案件の資金前渡について(3月分) 10,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 Ｈ29障害児受給者ｼｽﾃﾑ用機器の借入れ経費支出(2月分) 22,680

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 荏原分室清掃委託に係る経費の支出(１月分) 15,337
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 荏原分室インターネット接続に係る支出(１月分) 2,408

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ノートパソコン(荏原分室)の借入れ(１月分) 4,212

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ＡＥＤの借入れに係る経費の支出(１月分) 13,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 荏原分室庁舎警備委託に係る経費の支出(１月分) 24,948

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(荏原分室外９か所１月分) 52,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 障害児施設指定管理・施設受給者管理システムの借入れ 23,760

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 298,406

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 パーソナルコンピューターの買入れ 1,051,056

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神保健医療実態調査委託の支払 10,179,253

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 2,442,552

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 1,040,636

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度グループホーム等安全対策事業補助金の支出 5,251,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（都型通勤寮）2施設、3月分 8,454,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 障害者理解促進広報用映像車両内ビジョン委託（チカッ 226,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９グループホーム等安全対策事業補助金支出 332,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,629

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 Ｈ29口座振替収納機能プログラム関連機器の借入 346

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

多摩分室上下水道・電気料金の継続支払(１月分) 12,680

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 荏原分室電子複写機の複写サービス契約支出(１月分) 7,560

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 315,339

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 14,524

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成２９年度障害児入所給付費等の支出（２月分） 78,081,523

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成２９年度障害児入所給付費等の支出（２月分） 34,440

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 速記委託業務に係る経費の支出 38,880

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 障害者団体連絡協議会における手話通訳及び要約筆記 38,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,233

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバ等の借入れ（2月分） 23,976

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 H29指定医等システム電子計算機器借入れ継続支払 6,272

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 町田福祉園における樹木伐採等作業委託（その２） 331,560

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 第113回　日本精神神経学会学術総会参加旅費の支出 32,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神障害者社会適応訓練事業に係る委託料支出(1月分) 545,292

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 第２回地域生活移行支援会議の開催に伴う支出について 82,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 第113回　日本精神神経学会学術総会参加旅費の支出 36,352

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

使用料及賃借料 東京都清瀬喜望園の仮設建物借入れに係る賃借料の支出 12,535,713
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 Ｈ29東京都医ケア児支援者育成研修会場使用料の支出 216,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 Ｈ29東京都医ケア児支援者育成研修会場使用料の支出 432

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 産休等代替職員の任用承認に係る費用の支出 414,180

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９グループホーム等安全対策事業補助金支出 225,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ｢福ﾄﾗ｣都庁店用ﾊﾟｿｺﾝ等機器の借入れ①に伴う支出 22,399

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ｢福ﾄﾗ｣都庁店用ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ等機器の借入れ③に伴う支出 15,768

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 運営事業者選定委員会に係る速記委託（単価契約） 77,760

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 日の出福祉園石綿含有分析調査委託 39,960

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 高額障害児入所給付費の支給決定及び支出 20,538

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（はげみ）の購入 4,100

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 136,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 速記の委託（単価契約）に係る支出 59,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 第9回障害者差別等に関する条例検討部会報償費の支出 234,403

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 658,776

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 29精神通院医療費助成制度に係る医療費支出(現物給付) 216,528

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 報償費 平成29年度福祉相談事業に係る相談員の報償費(2月分) 219,690

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 29自立支援医療(精神通院)診療報酬明細等の点検等委託 218,696

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 110,160

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 精神保健福祉関係例規追録の購入（第234～235号） 140,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 270,864

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（愛護ニュース）の購入 1,296

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（日本聴力障害新聞）の購入 3,900

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（点字ジャーナル）の購入 8,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ｢福ﾄﾗ｣都庁店用複合機等機器の借入れ②に伴う支出 19,656

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ｢福ﾄﾗ｣多摩店用ﾊﾟｿｺﾝ等機器の借入れ④に伴う支出 10,832

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 29年度エレベーター保守管理委託に係る経費(2月分） 96,336

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成29年度職場環境測定の委託に係る経費（2月分） 37,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神保健医療課多摩分室樹木管理委託 447,228

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 府中療育ｾﾝﾀｰ改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査委託 23,301,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 Ｈ29地域療育支援事業（心③） 411,040

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 第3回医療的ケア児支援関係機関連絡会の報償費の支出 108,129

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 工事請負費 東京都障害者福祉会館駐車場北側段差補修工事 259,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 緊急自動車車検費用の支出（救急２号車及び４号車） 20,956

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 公課費 緊急自動車車検費用の支出（救急２号車及び４号車） 49,200
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 不服審査会開催に伴う速記委託料の支払 18,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 口座振替収納機能プログラム保守委託 35,100

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度民間社会福祉施設設備改善整備費補助金支出 2,421,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 経皮血液ガスシステムの買入れ（東大和療育センター） 4,919,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 中途失聴者・難聴者手話講習会（後期）講師謝礼金 485,317

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(3月分) 271,230

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月分) 278,525

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月・差額分) 304,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設整備費補助金の支出について 47,117,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 H29　重症心身障害児介護事業の委託料支出（ひ2） 4,990,560

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 事業者台帳システム機器の借入れに伴う経費の支出 24,300

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 システム保守管理及びシステム運用委託 390,150

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日
心身障害者扶養
年金会計

扶養年金費 扶養年金費 扶養年金費
負担金補助及交付
金

心身障害者扶養年金等の支出（平成３０年３月分） 249,870,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 45,336

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 37,024

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日
心身障害者扶養
年金会計

扶養年金費 扶養年金費 扶養年金費
負担金補助及交付
金

心身障害者扶養年金清算金未支給金の支出（３月分） 4,258,709

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 平成29年度障害者団体連絡協議会の開催に伴う速記委託 27,540

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神障害者社会適応訓練事業運営協議会委員謝礼(２月) 25,405

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(3月分) 268,790

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 東京都児童福祉施設使用料等口座振替委託（2月分） 11,884

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出 38,185

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 平成２９年度料金後納郵便に係る経費の支出について 776,911

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 平成２９年度料金後納郵便に係る経費の支出について 222,498

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 3,020,354

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 3,320

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 1,385,573

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 2,016,694

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 237,700

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 2,817,916

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 110,868

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 93,985

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 5,992

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 委託料 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 58,121

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度児童福祉法に基づく医療費の支出（3月分） 216
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 H29東京都医ケア児支援者育成研修会場使用に係る支出 432

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 506,176

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 請求システム用のパソコンのハードウェア保守委託 22,194

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 障害者(児)自立支援給付費請求システム使用・保守委託 271,620

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都重度心身障害者手当事務交付金の支出 20,927,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度点字図書館等の運営費補助（追加） 2,903,140

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月） 32,162

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年１月） 8,945

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月） 75,913

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年１月） 6,474

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月） 487,357

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度点字図書館等の運営費補助（追加） 476,860

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

心身障害者扶養共済制度に係る保険料の支出（3月分） 17,032,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 18,826

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 59,014

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 「福祉・トライアルショップ」賃借料(２月分) 609,660

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 光熱水費 「福祉・トライアルショップ」賃借料(２月分) 3,304

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月・差額分) 318,760

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 身体障害者補助犬給付審査会開催に係る委員報酬 8,460

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 障害者差別解消支援地域協議会開催に伴う手話通訳 18,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送の契約（単価契約）（2月分） 126,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 ２階教室入口ドアの取替え 299,160

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入について 8,281

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（3月分）の支出 19,091,700

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度児童福祉法に基づく給付費の支出（２月分） 43,308

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成２９年度療養介護医療審査支払事務（3月分） 6,051

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（点字の友）の購入 7,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 東京都障害者団体連絡協議会における盲ろう者の通訳等 22,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月分) 286,539

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月分) 281,074

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(3月・差額分） 312,649

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(3月・差額分) 574,920

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 Ｈ29障害児施設医療費（食事療養費） 16,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度　テーマ別改善運動発表会の経費の支出 128,766
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月分) 546,438

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,885

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,953

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度ファクシミリの借入れに係る経費の支出 5,680

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバの借入れに係る支出について 24,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの借入に係る支出について 14,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度印刷機の借入れに係る経費の支出について 9,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度データ管理機器の借入れに係る支出について 18,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 旅費 普通旅費 障害者福祉会館の旅費の支出 (平成３０年２月分) 1,597

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 重症心身障害児（者）施設入所選考委員会の開催経費 1,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 平成29年度東京都障害者団体連絡協議会の委員報酬 147,060

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 52,526

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 24,268

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 300,658

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく障害児施設措置費(筋ジス2月) 107,150

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(差額分) 21,770

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 産休等代替職員の任用承認に係る費用の支出について 475,540

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度更生医療審査支払事務費 65,051

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度更生医療審査事務費支払 297,916

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 社会福祉審議会身障分科会及び同審査部会経費（旅費） 10,406

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金の支出 958,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 民間移譲に伴う運営事業者選定委員会委員謝礼金 208,809

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 特別旅費 民間移譲に伴う運営事業者選定委員会委員旅費 8,860

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 102,085

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ｢福ﾄﾗ｣区部店用ﾊﾟｿｺﾝ等機器の借入れ⑤に伴う支出 13,003

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

東京都民間社会福祉施設サービス推進費(医療肢体)3月 6,076,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

東京都民間社会福祉施設サービス推進費(医療重心)3月 82,791,080

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（障害者支援施設） 569,479,140

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（都外障害者支援施設） 223,701,136

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29グループホーム等安全対策事業補助金支出 3,037,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29東京都民間社会福祉施設ｻｰﾋﾞｽ推進費補助(3月分） 40,429,828

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者通所施設等整備費補助支出 77,371,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 平成29年度精神科夜間休日情報センター支出（2月分） 3,299,616

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 149,000
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 心身障害者福祉センター多摩支所(H29）昇降機改修工事 15,344,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 3,375,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 平成29年度東京都医療費助成制度に係る医療費の支出 646,273

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 平成29年度東京都障害者就労支援協議会委員謝礼(22回) 127,130

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 115,355

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の旅費の支払い（２月研修分）について 10,531

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の旅費（２月一時帰庁分）の支払い 17,540

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度療養介護医療審査支払事務費（3月分） 42,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払い（２月分） 738,419

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,150

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,280

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,296

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,115

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,847

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,135

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,951

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 障害者差別解消支援地域協議会開催に伴う速記 36,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 825,328

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約継続及び支出について 206,339

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 産休等代替職員の任用承認に係る費用の支出 602,050

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 29障害児入所医療費（食事療養）の支出（３月分） 16,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 287,496

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 278,444

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 H29医療的ケア対応促進モデル事業委託料支出（1月分） 146,380

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 KURUMIRU区部店多摩店1周年記念販促物の買入れ 25,380

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 KURUMIRU区部店多摩店1周年記念販促物の買入れ 29,160

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 KURUMIRU区部店多摩店1周年記念販促物の買入れ 25,380

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 29障害児入所医療費（食事療養）の支出(３月分) 16,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 心身障害者扶養共済制度に係る年金の支出（３月分） 1,340,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 心身障害者扶養共済制度脱退一時金の支出（３月分） 75,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度障害包括補助金の支出（第2回） 4,205,668,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 Ｈ29東京都医ケア児支援者育成研修会場使用料の支出 520,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 Ｈ29東京都医ケア児支援者育成研修会場使用料の支出 864
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 プリンター外３点の借入れに伴う支出 10,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ノートパソコンの借入れに伴う経費の支出 57,542

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ノートパソコンの借入れ（追加分）に伴う支出 49,140

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

負担金補助及交付
金

希望の郷東村山工事に伴う障害物等撤去工事費の負担 3,132,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 H29　重症心身障害児介護事業の委託料支出（取2） 2,495,280

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 1,917,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 ｢KURUMIRU3店舗｣ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ接続ｻｰﾋﾞｽ利用支出（2月分） 3,996

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 「福祉・トライアルショップ」賃借料（２月分） 788,508

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 光熱水費 「福祉・トライアルショップ」賃借料（２月分） 27,327

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 「福祉・トライアルショップ」賃借料（２月分） 864

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（都型通勤寮)4施設、3月分 16,004,900

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 PCB廃棄物（安定器類）の処分委託に係る経費の支出 13,874,413

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 H29医療的ｹｱ対応促進ﾓﾃﾞﾙ事業委託料の支出（２月分） 212,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 受水槽用加圧給水ポンプの点検委託 58,320

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 １階及び２階天井点検口取替え 190,080

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支払 692,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 福トラ業務委託技術審査委員会外部有識者謝礼金支出 30,530

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 請求ソフトの再インストール業務委託 388,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 通信線引込に伴う準備委託 110,268

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 260,884

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 指定事務説明会における手話通訳の委託 27,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H26児童福祉法に基づく措置費の支出(3月分) 2,543,247

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 旧東京都心身障害者福祉センター石綿含有分析調査委託 4,276,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度グループホーム等安全対策事業補助金支出 626,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（点字日本）の購入 3,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 658,070

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 129,710

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 286,790

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 361,760

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 74,970

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 900,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 900,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 271,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 都営交通乗車証パンフレット（紙券用）外1件の印刷 198,720
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費
負担金補助及交付
金

障害者団体等実施事業補助金の支出について 300,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 387,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29グループホーム等安全対策事業補助金の支出 388,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 障害者虐待防止・権利擁護にかかる専門相談経費の支出 12,032

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 障害者虐待防止・権利擁護にかかる専門相談経費の支出 48,128

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 86,870

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員2月分 48,790

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,548

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,879

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,879

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 226

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 10

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,364

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,491

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 568,989

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 多摩分室清掃委託に係る経費の支出(１２月分) 22,781

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 777,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 H29重症心身障害児施設入所等選考委員会報償費の支出 49,440

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 障害児入所受給者証の発送に伴う経費の支出 26,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 伝送用Ｂフレッツ利用料金の継続支払 15,120

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度グループホーム等安全対策事業補助金の支出 575,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度グループホーム等安全対策事業補助金の支出 567,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（2月分） 431,187

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 荏原分室清掃委託に係る経費の支出(２月分) 15,337

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 荏原分室インターネット接続に係る支出(２月分) 2,408

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ノートパソコン(荏原分室)の借入れ(２月分) 4,212

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ＡＥＤの借入れに係る経費の支出(２月分) 13,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 荏原分室庁舎警備委託に係る経費の支出(２月分) 24,948

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成29年度東京都福祉会館建物管理委託（12月分） 2,468,880

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(荏原分室外９か所２月分) 52,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 旧葛飾通勤寮における樹木伐採等委託 183,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 2,136,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 1,637,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度障害児国庫負担金の額確定に伴う返還納付 12,720,391
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出(2月分） 1,230,553

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29グループホーム等安全対策事業補助金支出 3,375,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 多摩療護園（H29）劣化診断調査及び修繕計画策定委託 4,966,920

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 9,882,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 2,197,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成29年度障害児措置費の支出（2月分） 5,797,490

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 ｢KURUMIRU3店舗｣における｢ﾌﾚｯﾂ光｣の利用に伴う支出 20,579

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 654,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

基金返還後に生じた返還報告に伴う国庫納付について 6,868

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神障害者社会適応訓練事業に係る委託料支出(2月分) 527,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設整備費補助金支出について 517,552,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 都営交通乗車証（磁気券）の作成 529,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都障害者福祉会館（Ｈ２９）防火戸改修工事 945,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（すべての人の社会）の購入 3,960

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 定期刊行物（手をつなぐ）の購入 4,100

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 １階及び２階集会室スライディングウォールの修繕 201,960

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 災害対策用簡易トイレの買入れ 129,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する経費 8,640

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 399,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 多摩分室清掃委託に係る経費の支出(１月分) 22,781

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度障害者自立支援給付費都負担金の支払い 16,740,782,217

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度障害者自立支援給付費都負担金の支払い 28,484,616,452

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成28年度障害児施設都負担金の額確定に伴う追加支出 81,281,973

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成27年度自立支援給付費都負担金再確定に伴う支出 10,682

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成27年度自立支援給付費都負担金再確定に伴う支出 1,769

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

障害者医療費都費負担金の支出（平成29年度交付分） 5,489,997,610

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

障害者医療費都費負担金の支出（平成28年度交付分） 45,132,734

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成28年度自立支援給付費都負担金確定に伴う追加支出 50,363,186

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成28年度自立支援給付費都負担金確定に伴う追加支出 84,888,468

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29障害者日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進事業(加算)の支出(第2回) 184,599,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度障害児施設都負担金の支払 7,318,908,468

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度障害児施設都負担金の支払 158,757,378

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

２９民間移譲施設整備費補助金の支出 2,314,408,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度重度障害者特別支援事業補助金に要する資金 247,977,000
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度重度訪問介護等利用促進補助金に要する資金 175,299,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村特別支援事業補助金に要する資金 943,745,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29グループホーム等安全対策事業補助金支出 226,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都東村山福祉園石綿含有分析調査委託（その２） 293,760

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

受注促進・工賃向上設備整備費補助事業補助金の支払い 960,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 東京都発達障害者支援体制整備推進事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの経費 244,590

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度当初予算明細書の印刷 729,108

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 第５回東京都障害者差別解消支援地域協議会の手話通訳 20,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域生活支援事業費等補助金支出 2,356,674,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 看護師基礎講座（第５回）の報償費の支出 33,133

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（確定払） 10,050

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 発電機等の借入れに係る支出 103,680

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れに係る経費の支出 32,724

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ（西多摩保健所外４か所） 110,916

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れに係る経費の支出 146,016

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 平成29年度相談記録システム用サーバの借入費用の支出 185,760

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 29年度相談記録システム用サーバ増設分借入費用支出 52,164

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 保健所相談システムの保守運用支援委託費用の支出 248,400

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 モバイルＷｉ－Ｆｉルーターの借入れに係る経費の支出 5,645

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 第４回計画策定部会の開催に伴う経費の支出 102,563

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 平成29年度東京キャンペーン普及啓発チラシの配送委託 702,000

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 情報処理機器のリサイクル業務委託 4,860

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

使用料及賃借料 平成29年度立川保健衛生仮庁舎借入れに係る経費の支出 10,159,891

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読に伴う経費の支出 81,884

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 26,601

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 52,924

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 第２回自殺総合対策東京会議の速記委託経費の支出 38,880

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 第２回自殺総合対策東京会議の開催に伴う経費の支出 184,963

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 特別旅費 第２回自殺総合対策東京会議の開催に伴う経費の支出 1,512

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度大久保分庁舎消耗品等に係る負担金の支出 15,309

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 17,264

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 2,183

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 31,682

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 2,270
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福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 21,270

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 78,992

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 3,029

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 「相談窓口一覧」リーフレット外１件の印刷 297,648

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

使用料及賃借料 29年度東京都南多摩保健所仮設庁舎の借入れ(解体分) 4,320,000

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都花小金井庁舎(29)空調設備改修工事実施設計 2,840,022

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都花小金井庁舎(29)空調設備改修工事実施設計 1,188,378

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,156

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 多摩立川保健所の産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 32,400

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 多摩立川保健所の産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 36,936

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 49,753

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 67,490

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 66,142

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 49,859

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

大久保分庁舎清掃費に係る負担金の支出（2月分） 7,750

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

大久保分庁舎光熱水費に係る負担金の支出（３月分①） 22,249

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度当初予算説明資料外１点の印刷 626,400

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 備品購入費 文書裁断機の購入 425,520

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 血液検査業務の委託（単価契約）に係る経費の支出 94,748

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 血液検査業務の委託（単価契約）に係る経費の支出 5,130

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 西多摩保健所外５カ所における排水検査委託 380,160

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料の支払い 690,593

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,034

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,300

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,311

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度医療保健包括補助金の支出について 1,662,995,000

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 17,304

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 51,384

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 50,029

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 14,595

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 37,284

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 17,992

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出について 3,850

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 平成29年度こころといのちの講演会（3月）謝金支出 48,128
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福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 特別旅費 確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 1,876

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 特定給食施設台帳システム保守委託の支出について 24,992

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 受動喫煙に関する都民の意識調査実施委託 13,824,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 地域がん登録用端末等の借入れに伴う経費の支出 62,100

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 地域がん登録用端末等の借入れに伴う経費の支出 19,008

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 地域がん登録用端末等の借入れに伴う経費の支出 5,184

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 サーバー（栄養士名簿管理システム）の賃借料の支出 24,948

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 とうきょう健康ステーションの更新委託に係る経費 259,200

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 164,408

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 9,072

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 TOKYO WALKING MAP区市町村マップ追加等委託 2,365,200

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 平成29年度受動喫煙防止対策研修会に係る経費の支出 32,056

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 肺年齢測定体験によるCOPD認知度向上事業実施委託 3,672,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 ２９年度第２回がん部会開催に伴う経費の支出 119,043

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 特別旅費 ２９年度第２回がん部会開催に伴う経費の支出 682

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 東京都子どもを受動喫煙から守る条例の周知に係る経費 1,129,680

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度行政財産使用に係る経費の支出（委託業務） 56,484

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度行政財産に係る経費の支出（光熱水費） 28,615

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 東京都地域がん登録事業に係る電子複写機等経費の支出 33,480

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払について(平成30年2月分) 55,112

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払について(平成30年2月分) 1,073,748

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 東京都地域がん登録事業運営委員会開催に伴う経費支出 53,123

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 第7回東京都地域がん登録事業運営会速記経費の支出 43,200

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分その2） 104,873

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 29年度第4回区市町村がん検診担当者連絡会の経費支出 36,096

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 東京都生活習慣病検診管理指導協議会の速記委託 44,280

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護（報償第９回） 156,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護（委託９回） 2,061,800

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 はたちの献血キャンペーン普及啓発用資材の買入れ 298,080

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

報償費 都被爆者健管手当等認定委員会謝礼金（30年2月分） 49,440

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

需用費 一般需用費 「居住地（氏名）変更届（都内変更）」外７件の印刷 166,212

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 2,013,021

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 588,997

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 104,100
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福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の支出（３月分） 143,097

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 少額支払案件（役務費）の支出（３月分） 121,266

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 被爆者各種手当の追給について(平成30年2月・遺族③） 34,030

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎光熱水費に係る負担金の支出（電気料金） 75,513

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

委託料 被爆者健康診断検査料の支出について（29年度第9回） 8,539,902

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

ウイルス性肝炎重症化予防推進事業検査費用助成の支出 101,690

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

ウイルス性肝炎重症化予防推進事業検査費用助成の支出 8,590

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 折りたたみコンテナ外２点の買入れ 278,208

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 「在宅難病患者支援事業の御案内」の印刷 763,776

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 受給者証等の封入作業委託（更新）に伴う経費の支出 49,371

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎光熱水費に係る負担金の支出（ガス料金） 812

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 広尾庁舎清掃業務委託について 225,359

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 疾病対策課分室建物管理委託に伴う支出 103,680

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 東京都難病患者認定審査会（2月分）に伴う経費支出 217,923

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 広尾庁舎廃棄物収集運搬・処分委託（追加契約） 5,599

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 広尾庁舎廃棄物収集運搬・処分委託（追加契約） 5,974

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

需用費 一般需用費 「健康診断のしおり」外１件の印刷 777,600

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 「みずほｅビジネスサイト」使用料の支払(30年2月分) 1,620

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 在韓受給権者に対する手当資金の支出(業務委託3月分) 34,270

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 在韓受給権者に対する手当資金の支出(業務委託3月分) 9,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 平成29年度　被爆者葬祭料の支給（第23回） 3,914,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度腎臓移植組織適合性検査費助成額の支払い 10,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 受給者証等の封入作業委託（更新）に伴う経費の支出 17,699

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 被爆者各種手当の追給について(平成30年3月・遺族①） 34,300

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 都単独難病医療費助成の臨床調査個人票外１件の印刷 87,048

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎光熱水費に係る負担金の支出（上下水道料金） 32,087

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 289,440

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 東京都難病患者認定審査会(3月分）に伴う経費支出 184,963

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 難病拠点病院等選考委員会の開催に伴う支出 69,603

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 広尾庁舎機械警備業務委託の支出について 15,984

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託に伴う経費の支出 194,619

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託に伴う経費の支出 13,971

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分） 2,428,833
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福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分） 2,492,289

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

非常用電源設備整備事業補助金支払（平成29年16回） 118,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 文書交換に係る搬送便業務委託の継続支払い 201,096

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 料金受取人払後納郵便料金の継続支払（２月分） 14,424

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 献血キャンペーン周知用ポスターの封入及び配送委託 166,983

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 疾病対策課分室建物管理委託に伴う支出 110,160

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 在韓受給権者への手当支給業務委託事務費(2月支給分) 9,950

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 原爆被爆者に対する介護給付費等の支払いについて 8,145,207

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

委託料 原爆被爆者に対する介護給付費等の支払いについて 51,600

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託に伴う経費の支出 168,276

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託に伴う経費の支出 16,196

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 光熱水費 疾病対策課分室における電気料金の支払い（２月分） 283,655

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 在外被爆者各種手当の支給（平成30年3月分） 805,570

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 在外被爆者各種手当の支給（平成30年3月分） 162,500

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 スモン患者に対する施術費助成の支出（本人払） 312,200

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 スモン患者に対する施術費助成及び協力金（施術所払） 78,600

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 介護保険利用等助成事業に係る支出(平成29年度第11回) 2,391,387

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 被爆者各種手当の支給（平成30年3月例月分） 201,503,314

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

報償費 被爆者各種手当の支給（平成30年3月例月分） 4,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 被爆者各種手当の支給（平成30年3月例月分） 260

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 被爆者各種手当の追給（平成30年3月例月分） 192,760

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

報償費 都被爆者健管手当等認定委員会謝礼金（30年3月分） 49,440

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 文書保存箱の運搬業務委託の支出 197,640

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 平成29年度東京都献血推進協議会の開催経費の支出 98,880

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 東京都難病ピア相談室における電気料金の支払い 6,408

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

委託料 被爆者健康診断検査料の支出について（29年度第10回） 6,333,788

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 2,164

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 1,896

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 自家用電気工作物の保安管理業務委託に伴う支出 33,264

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 2,013,021

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 588,997

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 104,100

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 疾病対策課分室警備委託に伴う支出 32,940

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 臨床調査個人票の提出に係る業務委託（12月分） 2,119,402
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福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 臨床調査個人票の提出に係る業務委託（１月分） 7,582,104

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 臨床調査個人票の提出に係る業務委託 8,236,804

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度難病指定医研修の実施事務委託 3,538,080

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 「健康診断のしおり」等の封入作業委託（単価契約） 257,627

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,251

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 平成29年度　被爆者葬祭料の支給（第24回） 2,472,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 平成29年度速記の委託契約に係る経費の支出(3月分①) 25,110

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎光熱水費に係る負担金の支出（電気料金） 67,770

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度原爆被爆者健康診断費交付金超過交付額返還 110,961

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 難病医療費助成における非認定通知書の印刷の支出 95,040

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 東京都特殊疾病対策協議会の開催に係る経費の支出 53,123

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

ウイルス性肝炎重症化予防推進事業検査費用助成の支出 116,470

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度原爆被爆者手当交付金に係る超過額の返還 97,393,349

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

需用費 一般需用費 「健康診断のしおり発送用封筒（角２）外１件の印刷 102,643

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

需用費 一般需用費 「健康診断受診票（単票）」外１件の印刷 241,272

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費
負担金補助及交付
金

後期高齢者医療に係る高額療養費の算定事務費の支出 165,064

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 心身障害者医療費助成都扶助費の再変更交付（第２回） 2,841,290

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 14,427

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 都外医療機関等への心身障害者医療助成費の継続支出 43,484,717

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 医療費等の支出（医療機関払・平成３０年２月請求分） 8,710,717

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 医療費等の支出（医療機関払・平成３０年２月請求分） 435,691

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 扶助費 医療費等の支出（医療機関払・平成３０年２月請求分） 6,367,490

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務ｼｽﾃﾑ修正等委託(経過措置切れ対応） 9,064,278

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 医療費助成事務ｼｽﾃﾑ修正等委託(経過措置切れ対応） 3,301,722

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務システム入力データ作成処理委託(難病) 441,223

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務システム入力データ作成処理委託 1,593,392

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 医療助成費調整額の支出 121,940

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 医療助成費調整額の支出 194,655

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 12,884,923

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 169,147

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 115,450

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 心身障害者医療助成費の決定及び支出について 3,059,788

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 23,072,587

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 1,652,013
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福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 539,525

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 1,521,518

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 257,046

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成３０年２月分第２回） 374,127

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 29心身障害者医療助成費の継続支払(審査手数料) 8,101,923

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 29心身障害者医療助成費の継続支払(高額事務費) 504,140

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 29心身障害者医療助成費の継続支払（診療報酬） 117,602,452

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 29心身障害者医療助成費の継続支払(審査手数料） 2,833,416

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 診療報酬データ（連名簿データ）作成委託料の支出 830

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 7,775

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務システムの修正等の委託(マイナンバー) 30,934,451

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 医療費助成事務システムの修正等の委託(マイナンバー) 7,589,149

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 平成２９年度　医療費の継続支払について(ｳｲﾙｽ肝炎) 28,052,455

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 平成２９年度　医療費の継続支払について（小児慢性） 22,566,978

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 平成２９年度　医療費の継続支払について（小児精神） 553,260

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 平成２９年度　医療費の支払について（被爆二世） 6,273,237

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 扶助費 平成２９年度　医療費の継続支払について（大気汚染） 141,274,715

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 東京都負担医療に関する取扱事務費継続支出(93・結核) 18,266

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 東京都負担医療に関する取扱事務費継続支出(93・精神) 520,056

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 公費負担医療介護給付費取扱事務費の継続支払(精神) 8,220

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 高額療養費に関する事務手数料の継続支出について 204,813

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 公費負担医療に関する審査支払事務費支出（マル都） 6,302,375

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 公費負担医療審査支払事務費の支出(ＢＣ肝炎治療推進) 73,228

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 公費負担医療審査支払事務費の支出（小慢） 377,886

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 東京都負担医療に関する診療報酬の継続支出（結核） 38,158

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 東京都負担医療に関する診療報酬の支払（精神） 18,757,128

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 東京都負担医療費審査支払事務費の継続支出（結核） 5,832

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 東京都負担医療費審査支払事務費の継続支出（精神） 1,144,703

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 公費負担医療介護給付費取扱事務費の継続支出(特疾) 338,880

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 公金用金融機関データ作成委託(医療費助成事務ｼｽﾃﾑ） 6,480

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 役務費 平成29年度郵券の購入について 99,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 39,630

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症公費負担医療の審査支払手数料の支出（結核） 24,834

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 感染症公費負担医療の審査支払手数料の支出（養育） 2,490
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福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 感染症公費負担医療の審査支払手数料の支出（育成） 1,010

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 感染症公費負担医療の審査支払手数料の支出（精神） 9,375,239

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 公費負担医療の診療報酬取扱事務費継続支出(マル都) 9,727,211

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 公費負担医療の診療報酬取扱事務費継続支出(肝炎) 190,463

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 公費負担医療の診療報酬取扱事務費継続支出(小慢) 92,054

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 感染症予防法等公費負担医療事務費継続支出（養育） 18,867

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 感染症予防法等公費負担医療事務費継続支出(自立育成) 5,154

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 感染症予防法等公費負担医療事務費継続支出(精神措置) 31,395

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 感染症予防法等公費負担医療事務費継続支出(自立通院) 12,972,082

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症予防法等公費負担医療事務費継続支出（結核） 15,565

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払について 539,942

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 29心身障害者医療助成費の継続支払(診療報酬） 624,214,894

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 平成２９年度　医療費の継続支払について（難病等） 801,589,108

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 東京都負担医療に関する診療報酬継続支出(93・結核) 181,506

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 東京都負担医療に関する診療報酬継続支出(93・精神) 8,993,874

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 感染症公費負担医療に関する診療報酬の継続支出(結核) 2,265,922

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 感染症公費負担医療の診療報酬の継続支出(精神措置) 8,394,975

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 感染症公費負担医療の診療報酬の継続支出(精神通院) 497,762,278

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 29心身障害者医療助成費の継続支払 326,402,901

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 29心身障害者医療助成費の継続支払 3,867,349

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 公費医療に関する医療費の支出（都・小児精神） 13,334,493

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 扶助費 公費負担医療に関する医療費の支出（都・大気） 193,252,257

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 施術師への心身障害者医療費の助成費の継続支払 36,094,942

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に関する公費の支出（都・特殊疾病） 89,471,393

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 公費負担医療介護給付費の継続支払(精神） 502,954

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療介護給付費の継続支払(精神） 12,820,024

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 平成29年度心身障害者医療助成費の決定及び支出 1,337

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 公費負担医療に関する診療報酬の支出（概算払・結核） 3,855,269

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 公費負担医療に関する診療報酬の支出(概算･精神措置) 20,261,137

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 公費負担医療に関する診療報酬の支出(概算･精神措置) 136,654,000

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 高額医療費算定事務委託費の継続支払 2,399,374

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 役務費 本人払決定通知書外3点の封入等作業委託の経費の支出 108,993

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 レセプト電子データ作成委託料の支出（小児慢性） 10,611

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 レセプト電子データ作成委託料の支出について（難病） 67,894
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福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 扶助費 心身障害者医療助成費の決定及び支出について 2,808,874

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 20,058,194

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 1,334,877

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 418,696

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 886,740

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 290,512

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 652,719

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 医療費等の支払（本人払・平成29年3月分第1回） 148,041

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 バインダー外１点の買入れ 54,110

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 ひとり親家庭等外２件の医療費助成制度の手引の印刷 498,960

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費
負担金補助及交付
金

後期高齢者医療に係る高額療養費の算定事務費の支出 169,443

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 レセプト電子データ作成委託料の支出について（精神） 358,450

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 医療費助成実績報告書（第50号）の印刷 107,784

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 公費負担医療に関する診療報酬の支出(概算･精神通院) 2,012,668,885

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（特殊疾病） 427,000

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（特殊疾病） 60,359

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（難病医療） 578,074,766

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（血友病） 2,274,487

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（小児慢性疾患） 116,813,002

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 扶助費 公費負担医療に係る医療費の支出（ウイルス肝炎） 24,633,941

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 役務費 東京都国保審査会等の速記委託に係る経費の支出 37,368

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 報償費 データヘルス計画策定意見交換会講師依頼の謝金支出 24,064

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 平成29年度「国民健康保険月例報告」の印刷　11月速報 19,656

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 使用料及賃借料 平成29年度電子計算機器の借入れに伴う支出について 139,924

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度後期高齢者医療給付費都負担金(追加交付分) 3,476,208,316

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度後期高齢者医療給付費都負担金(高額医療費) 2,754,748,602

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 役務費 東京都国保審査会等の速記委託に係る経費の支出 56,052

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 報償費 第5回医療費適正化計画検討委員会(報償費)の支出 152,003

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 60,000

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 4,492

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 役務費 東京都医療費適正化計画検討委員会（速記委託）の支出 18,684

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度国民健康保険診療施設整備費都費補助の支出 6,120,000

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 18,360

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払（２月分） 101,529
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福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度国民健康保険保険基盤安定都負担金の支出 33,000,047,235

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 糖尿病性腎症重症化予防プログラム策定ＷＧ謝礼の支出 168,483

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

東京都国民健康保険団体連合会に対する補助（第４回） 350,250,000

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成28年度国民健康保険特定健診・保健指導追加交付 28,489,000

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 糖尿病性腎症重症化予防プログラム策定ＷＧ謝礼の支出 152,003

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 糖尿病性腎症重症化予防プログラム策定ＷＧ速記の支出 46,656

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度国民健康保険組合都費補助金の支出について 848,850,226

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

29国民健康保険高額療養費共同事業都負担金第10～12期 762,791,702

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

29年度市町村国民健康保険都費補助金の支出（第2回） 1,715,712,867

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

29年度特別区国民健康保険都費補助金の支出（第2回） 1,386,933,873

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 糖尿病性腎症重症化予防プログラム策定ＷＧ速記の支出 46,656

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（1月分） 16,693

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れに係る経費 15,346

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 社会福祉法人情報管理システム等用サーバ機器等の借入 53,784

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 細断機の借入れに係る経費の支出（2月分） 10,185

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 印刷機の借入れに係る経費の支出（2月分） 17,850

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費(一般需用費)(3月分) 136,139

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(役務費)(3月分) 13,476

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 社会福祉法人監事説明会（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ編）テキストの印刷 297,000

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 ｢小規模社会福祉法人のための法人運営と財務管理｣外30 228,975

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 役務費 感謝状の筆耕 28,684

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 役務費 社会福祉施設整備費補助対象法人審査委員会速記委託 41,580

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2月分） 32,289

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（ｽｷｬﾅ付）(2月分) 190,507

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（ﾌｧｯｸｽ付）(2月分) 21,105

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 報償費 社会福祉施設整備費補助対象法人審査委員会経費の支出 131,836

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払（2月分） 123,245

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 役務費 社会福祉施設整備費補助対象法人審査委員会速記委託 41,580

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 ｢病院管理事務提要(追録)｣の買入れ(第5回) 121,176

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 需用費 一般需用費 ｢社会保険法規総覧追録｣の買入れ(第２回) 106,704

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出について（２月分） 13,946

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出について（２月分） 66,259

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出について（２月分） 68,938

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出について（２月分） 480,800
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福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出について（２月分） 1,276

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払(2月分) 61,254

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 報償費 平成29年度専門相談に係る経費の支出について 66,176

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 委託料 社会福祉法人監事説明会のテキスト案の作成及び説明 324,000

福祉保健局 指導監査部 指導第三課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 特別旅費 非常勤職員(東京都医員・指導検査業務）の旅費の支出 7,790

福祉保健局 指導監査部 指導第三課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 旅費 特別旅費 非常勤職員（東京都医員、指導監査業務）の旅費の支出 2,507

福祉保健局 指導監査部 指導第三課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 委託料 返還金関係書類の保管委託（単価契約）支出（2月分） 13,132

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 東京都保健医療情報ｾﾝﾀｰ清掃業務委託経費の支出 202,339

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 東京都医療機関情報ｼｽﾃﾑ端末機器等の借入れ経費 55,944

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 東京都医療機関情報ｼｽﾃﾑﾉｻｰﾊﾞ機器等借入れ経費の支出 132,948

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写サービスの契約に係る支出（Ｈ29） 55,324

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 H29電子複写サービスの契約に係る支出（追加2台分） 65,749

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 プリンタートナー外1点の買入れ 294,300

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度超音波診断装置の借入れに係る経費の支出 506,100

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 29年度自動車運転シミュレータの借入れに係る経費支出 178,718

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式一般撮影ｼｽﾃﾑの借入れ（再ﾘｰｽ） 119,673

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度多項目自動血球分析装置の借入れ（再ﾘｰｽ) 8,920

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 29年度無線ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀの借入れ(再ﾘｰｽ)に係る経費の支出 16,351

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 放射性画像管理システムの借入れに係る経費の支出 511,596

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域医療構想推進事業補助金の支出 21,057,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 270,635

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の買入れ（平成29年度） 34,344

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れに係る経費の支出 21,600

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の買入れに係る経費の支出 24,840

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度外国人未払医療費補てん金の支出 27,818,799

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ファクシミリ受信代行サービスの契約に係る経費の支出 1,944

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 16,286

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 33,436

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 24,429

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 25,077

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 24,429

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの（救急災害医療課外1か所）の経費 9,329

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（医療安全課外2か所）の経費 11,182

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 第３回医療審議会に係る報償費の支出 30,660
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福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 第３回医療審議会に係る特別旅費の支払について 6,050

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（30年3月分） 19,331

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備（30年3月分） 138,962

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 「歯科保健推進計画」イメージキャラクター等作成委託 297,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 外国人患者対応支援研修 研修資料の印刷 299,835

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都保健医療情報ｾﾝﾀｰ光熱水費の支出 325,547

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 カラープリンター用トナーカートリッジ外4点の買入れ 245,160

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 「医療情報の理解促進に関する研修会」研修資料の印刷 139,320

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外5紙の購読に係る経費の支出 31,071

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリ（医療政策部）の借入に係る経費の支出 12,705

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入（広尾病院外）に係る経費の支出 19,980

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

28医療施設運営費等補助金の額確定に伴う返還 6,766,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 看取り支援事業　研修テキスト（第２回）印刷 458,589

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 平成29年度後納郵便利用料金の支払いについて 365,764

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度予算説明資料及び当初予算明細書の印刷 756,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療機関向け救急通訳ｻｰﾋﾞｽ業務委託経費の支出 1,069

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 公的医療機関等2025プラン意見交換会会場費の支出 402,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 公的医療機関等2025プラン意見交換会会場費の支出 1,728

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,337

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 70,669

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 役務費 平成29年度ナビダイヤル利用料金の支出 19,766

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写サービスの契約に係る支出（Ｈ29） 102,782

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（H30年2月旅費システム分） 12,052

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（H30年2月旅費システム分） 63,754

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 確定払旅費の支出について（H30年2月旅費システム分） 1,950

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ダブルクリップ外14点の買入れ 242,613

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 プリンタートナーの買入れ 273,240

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 プリンタートナー外1点の買入れ 294,300

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 H29電子複写サービスの契約に係る支出（追加分） 39,550

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 歯科診療ユニットの買入れ 4,233,600

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講演会の講師謝礼金の支出 48,128

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 第22回がん対策推進協議会委員の報酬支出について 250,883

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに係る経費の支出 107,923

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 （看取り）実践編研修（在宅編）講師打合せ会謝礼支出 98,880
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福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 344,026

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 脳卒中普及啓発講演会に係る会場使用料、備品料の支出 214,920

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 脳卒中普及啓発講演会に係る会場使用料、備品料の支出 864

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29災害時における情報共有ツール利用料金（1月分） 64,800

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度第2回へき地医療対策協議会委員謝金の支出 218,443

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ用等衛星携帯電話の支出(1月分) 132,300

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 第2回高齢者施設からの救急搬送検討会に伴う委員謝礼 135,523

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 平成29年度画像電送用インターネットプロバイダ契約 6,760

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について（平成３０年１月分） 88,279

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 平成29年度第2回へき地医療対策協議会特別旅費の支出 104,602

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29身元確認に関する歯科医師研修会講師謝礼の支出① 144,384

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29衛星携帯電話料金の継続支払（1月分） 130,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29車載衛星携帯電話料金の継続支払（1月分） 195,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 救急医療機関表示板用シールの印刷 70,200

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29東京DMAT隊員資格更新時研修講師謝金支払（2月分） 63,842

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29東京DMAT隊員資格更新時研修講師謝金支払（1月分） 106,942

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入の支出（2月分） 13,230

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 周産期システム運用保守委託の支出（2月分） 907,200

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,581

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,042

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29プロバイダ利用料金の支出（医療対策拠点） 12,960

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（H30年3月分） 10,721

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（H30年3月分） 4,389

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 救急医等専門研修（精神身体合併症）事業委託料の支出 2,880,576

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,399

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,428

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 62,975

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 周産期システム運用業務委託の支出（2月分） 1,522,746

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 周産期ｼｽﾃﾑｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ提供委託の支出（2月分） 1,026,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 周産期システムに係る機器等の借入れ（2月分） 2,267,892

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支払（周産期搬送コーディネーター２月分） 1,154

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について（平成３０年２月分　義務年限医） 740

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 医療資器材機器等の買入れ（都立災害拠点病院用） 131,490

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 医療資器材機器等の買入れ（都立災害拠点病院用） 995,760
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福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 東京ＤＭＡＴ隊員登録証の印刷 220,320

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 周産期医療協議会の開催に伴う委員等謝礼の支出 217,923

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(ﾉｰﾄ型)等の借入れに係る経費の支出 9,720

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 電話交換機外1点の借入れ(再ﾘｰｽ)に係る経費の支出 105,408

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金 1,620

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払い（平成３０年２月分） 173,132

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ用病院端末借入経費の支出(2月) 25,222

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ用病院端末借入経費の支出(2月) 7,770

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

財産処分（設備）に係る国庫支出金の返納について 454,500

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,006

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支払について（救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1月分） 20,336

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月22日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

財産処分（施設）に係る国庫支出金の返納について 3,639,692

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都へき地医療運営費等補助金(概算払い) 229,101,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都へき地医療運営費等補助金(概算払い) 366,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 東京型ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ現場携行用医療資器材の買入れ 213,840

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 第３回高齢者施設からの救急搬送検討会に伴う委員謝礼 135,523

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度周産期医療関係者研修委託料の支出 409,400

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,641

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 102,606

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 23,276

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 島しょ医療用画像電送ｼｽﾃﾑ用ﾙｰﾀの借入経費の支出(2月) 11,340

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 島しょ医療用画像電送ｼｽﾃﾑ機器の借入経費の支出(2月) 184,680

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支払（周産期搬送コーディネーター３月分） 1,294

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 平成29年度画像電送用インターネットプロバイダ契約 6,760

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 共通診療ノートの増刷 156,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29光回線及び光電話利用料金の支出（医療対策拠点） 96,591

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29衛星通信回線の利用料金の支出（医療対策拠点） 76,488

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29加入回線電話の利用料金の支出（医療対策拠点） 30,812

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 災害医療コーディネート研修に係る報償費の支出 85,063

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29プロバイダ利用料金の支出（医療対策拠点） 12,960

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29災害時における情報共有ツール利用料金（２月分） 64,800

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等衛星携帯電話料金支出(2月分) 132,300

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

有床診療所等スプリンクラー整備事業に係る国庫返納金 427,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について（平成３０年２月分） 98,649
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福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 島しょ医療用画像電送ｼｽﾃﾑ附属機器の仕様変更作業委託 462,834

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度NICUｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連絡会(第3回)講師謝礼の支出 21,371

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29車載衛星携帯電話料金継続支払（2月分） 195,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29衛星携帯電話料金継続支払（2月） 130,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 NBC特災チーム現場携行用医療資器材・医薬品の買入れ 726,894

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29身元確認に関する歯科医師研修会の講師謝礼(第2回) 144,384

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度衛生検査所検体標本(グラム染色)判定委託料 77,479

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 死亡届・死体検案書外１点の印刷 276,480

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度院内感染対策推進事業の第2四半期支払 1,763,436

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ地域監察医務業務(検案医師会)1月分支出 28,291,399

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ地域監察医務業務(検案・個人)1月分支出 6,044,565

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年1月分) 133,444

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年1月分) 530

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年2月旅費システム外分) 4,720

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 追録（医療関係法規例規集）の買入れ 149,400

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 多摩・島しょ地域監察医務業務(道路通行料) 2月分支出 3,300

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 多摩島しょ監察医務業務(道路交通料)その3 2月分支出 36,010

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 46,110

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払(平成30年2月分) 80,396

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度第36回精度管理事業報告書原稿料の支出 296,307

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ヘッドセット、変換ケーブル及びマイクカバーの買入れ 24,300

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度東京都衛生検査所精度管理講習会謝礼 201,443

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ等の借上げ経費の支出 24,840

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 182,820

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 487

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度衛生検査所微生物学的検査試料測定委託 125,712

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度衛生検査所生化学的検査試料測定委託支出 49,959

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 H30都立看護専門学校一般入学試験問題輸送委託の支出 232,956

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度ナースプラザ建物維持管理費支出（1月分） 259,478

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度看護外来相談開設研修事業委託料支出 440,242

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都准看護師試験問題の印刷 139,860

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（確定払） 20,880

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 都立看護専門学校図書システムの借入れに係る支出 167,227

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看護専門学校図書システムの借入れに係る支出 166,925
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福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看学成績管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託に係る委託料の支出 75,600

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 都立看学OA室用PC等の借入(広尾･荏原･板橋)に係る支出 226,584

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看学OA室用PC等の借入(広尾･荏原･板橋)に係る支出 75,600

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 都立看学成績管理ｼｽﾃﾑ用PC及付属機器の借入に係る支出 36,180

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年歯科衛生士講習会委託料の支出について 177,300

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 准看護師試験の実施に伴う試験監督補助員の謝礼支出 11,440

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 平成29年度旧板橋看学電気料金(仲町構内)の支出(2月) 77,949

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度旧板橋看学電気料金(仲町構内)の支出(2月) 113,181

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 29自治医科大学学生研修に係る旅費の支出 11,920

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について（１月号） 46,309

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 旅費の支払について（１月号） 2,978

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出(一般需用費3月分) 61,408

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出(役務費3月分) 15,812

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 地域医療支援ドクターの研究研修費（図書購入）の支出 28,836

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29看護師等修学資金ｼｽﾃﾑ基盤運用監視等業務委託(2月) 245,160

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 H29年度看護師等修学資金システム運用保守委託（2月） 206,280

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度東京都ナースプラザ運営協議会謝金支出 103,070

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 H29年度第2回医療社会事業従事者研修会講師謝金の支払 67,702

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 地域医療支援ドクターの国内学会参加旅費の支出 864

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度退院支援人材育成研修運営業務委託 4,730,400

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支払について（概算払） 21,680

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29年度東京都准看護師試験問題外9点の輸送保管委託 90,828

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 「准看護師免許申請について（新規）」外5点の印刷 292,982

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 29年度第3回准看護師試験委員会旅費支出 9,428

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 29年度准看護師試験実施に係る試験問題作成の謝礼支出 47,312

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 看護師等修学資金返還金口座振替委託に係る支出 17,314

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 都立看学OA室用ﾊﾟｿｺﾝ等の借入(多摩地区)に係る支出 197,190

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看学OA室用ﾊﾟｿｺﾝ等の借入(多摩地区)に係る支出 105,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 29年度第３回東京都看護人材確保対策会議謝金支出 127,130

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 料金後納郵便利用代金の支払について(2月分) 203,299

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 旧東京都立板橋看護専門学校 上下水道料金の支出(3月) 49,685

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 旧東京都立板橋看護専門学校 上下水道料金の支出(3月) 4,968

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 旧都立板橋看護専門学校機械警備業務委託に係る支出 83,916

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（確定払） 10,440
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福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 H30都立看学一般入試採点業務委託(単価契約)の支出 982,267

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

H30年度東京慈恵会教務主任養成講習会受講料の支出 1,000,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度施術者講習会委託料の支出について 242,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 高濃度PCB廃棄物（安定器類）の収集運搬委託の支出 561,600

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度第4回助産師教育指導講習会委託料の支出 458,700

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 旧都立板橋看護専門学校建物管理委託に係る経費の支払 248,400

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 高濃度PCB廃棄物(安定器類)処分委託の経費の支出 62,332,197

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 封筒（小）の印刷 28,674

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度都立看学入試問題の二次利用に係る支出 11,400

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度ナースプラザ建物維持管理費支出（２月分） 275,584

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 旧板看学一般廃棄物収集運搬業務委託(単価契約)の支払 20,792

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 旧板看学一般廃棄物収集運搬業務委託(単価契約)の支払 13,175

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れに係る経費の支出 24,840

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 63,706

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 980

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 18,931

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 調理師等免許交付事務ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ外一式の借入経費 30,888

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 12,191

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 15,974

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 保健所ｼｽﾃﾑ（薬事統合）の保守委託に係る経費の支出 623,160

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 保健所ｼｽﾃﾑ（食品・環境）の保守委託に係る経費の支出 393,120

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 保健所ｼｽﾃﾑ(薬事ｼｽﾃﾑ)機器等借入れに係る経費の支出 686,664

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 平成29年度ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師試験結果通知書送付用郵券の購入 83,496

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について 4,153

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について 6,266

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について 825

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について 25,862

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 保健所ｼｽﾃﾑ(食環ｼｽﾃﾑ)機器等の借入れに係る経費の支出 168,264

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機に関する契約に係る経費の支出（28年度分） 82,017

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機に関する契約に係る経費の支出（27年度分） 117,284

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 20,490

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 11,988

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 46,973

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 8,800
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福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 保健所ｼｽﾃﾑ(食環ｼｽﾃﾑ)機器等の借入れに係る経費の支出 168,264

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「クリーニング師免許証」の印刷 103,680

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ｢H28年度食品衛生関係苦情処理集計表｣外1点の印刷 269,892

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 自主管理認証施設ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講習会に係る経費支出 14,500

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 液入り採便管外1点の買入れ 91,800

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 記事広告掲載事業契約に係る掲載料の支出 1,728,000

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 190,785

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 66,006

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 インターネット接続に伴う経費の支出(2月分) 1,944

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ﾌｧｸｼﾐﾘの賃借契約(再ﾘｰｽ)に伴う経費の支出(2月分) 972

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ｢H28年東京都の食中毒概要｣の送付経費 21,800

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 ｢都自主管理認証制度｣認証取得事業者向け講習会経費 71,400

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費(2月分)の支出について 70,094

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費(2月分)の支出について 7,132

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ｢平成28年東京都の食中毒概要｣の印刷 239,760

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 ｢都自主管理認証制度｣認証取得事業者向け講習会経費 71,400

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 登録販売者試験・販売従事登録関係書類の保管（1月） 16,621

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 例月旅費（１月分）の支出 97,207

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 特別旅費 例月旅費（１月分）の支出 432

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費（１月分）の支出 5,504

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 平成２９年度薬物乱用防止ポスター掲示物の作成 297,788

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 84,507

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 80,920

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 「向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引（薬局用）」印刷 257,040

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 工事請負費 医薬品・医療機器申請審査ｼｽﾃﾑに係る光回線移設工事 306,720

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 麻薬免許管理システムの保守委託経費の支出 21,600

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 登録販売者管理システム用サーバ機器等借入経費 32,292

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 登録販売者管理システムの保守委託 70,470

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 薬物専門講師研修会資料の印刷 126,360

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 医薬品・医療機器申請・審査ｼｽﾃﾑ機器借入経費(2月分) 249,912

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 店舗販売業等許可ﾊﾟｯｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ借入経費の支出(2月分) 358,020

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 店舗販売業等許可ｼｽﾃﾑ機器等の借入経費の支出(2月分) 133,380

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払（2月分） 207,301

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 危険ドラッグ対策に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続利用料（２月分） 1,944
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福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 登録販売者試験・販売従事登録関係書類の保管（2月） 18,673

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 例月旅費（２月分）の支出 118,072

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費（２月分）の支出 8,155

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,950

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,807

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 ソーシャルメディア解析ツールサービスの利用（2月） 165,240

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 平成29年度薬物乱用防止ポスターパネル等の配送 102,600

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 平成２９年度率先校の表彰状の印刷及び筆耕 21,158

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 平成２９年度率先校の表彰状の印刷及び筆耕 117,659

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 「御存じですか不正大麻・けし撲滅運動」の印刷 203,040

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ解析ﾂｰﾙｻｰﾋﾞｽ利用に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続利用料 3,380

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 特別旅費 東京都麻薬中毒者相談員の旅費の支払い（１月分） 2,888

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 29_東京都薬局機能情報提供ｼｽﾃﾑ運用保守(単価契約) 180,360

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 報償費 平成２９年度薬物専門講師研修会に伴う報償費の支出 27,117

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 追録「医薬品、医療機器関係実務便覧」外1点の購入 71,418

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 東京都結核医療費助成制度に係る医療費の支出 2,496

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 平成29年度結核対策技術委員会専門部会委員謝礼金 12,030

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月例月旅費の支出について 277

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月例月旅費の支出について 1,480

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 平成30年1月例月旅費の支出について 88,252

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 平成29年度一類感染症等対応連絡協議会速記委託の支出 28,512

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 多摩地域エイズ検査相談事業等委託料の支出 2,356,763

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度エイズ臨床研修（歯科）委託料の支出 124,848

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 感染症健康危機管理情報ネットワークに係る機器の借入 101,844

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症健康危機管理情報ネットワークサーバ運用監視 326,979

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症健康危機管理情報ネットワーク保守委託 273,713

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 エイズ専門家会議速記の委託（単価契約）の支出 38,880

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度エイズ臨床研修（歯科）委託料の支出 499,392

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 平成29年度一類感染症等対応連絡協議会謝礼支出 86,580

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 コントロールパネルの賃借に伴う経費の支出 155,412

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 無線機（移動用）の賃借に伴う経費の支出 142,020

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 平成29年度救急搬送ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ運用委員会に係る委員謝礼 13,890

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都感染症指定医療機関感染防御補助金 11,388,000
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福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度感染症指定医療機関感染防御補助金 1,161,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度感染症指定医療機関感染防御補助金 2,003,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 5,182

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 59,284

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 パケット通信サービス経費の支出 25,326

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

検診事業実施に伴う民間ビル光熱水費の支出(２月分） 111,416

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 多摩地域スクリーニング検査業務委託の支出 350,676

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 結核定期病状調査報告料の支出 513,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度感染症流行予測調査事業都費負担金の支出 934,380

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 東京都エイズ専門家会議に係る経費の支出（報酬） 168,420

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 東京都エイズ専門家会議に係る経費の支出（特別旅費） 21,780

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 感染症予防医療対策審議会旅費の支出（第3回） 3,178

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度結核患者家族健診・管理検診委託料(1月分) 998,345

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度精神・老健入所者結核検診委託料(1月分) 2,198,448

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 感染症審議会速記の委託（単価契約）に係る経費の支出 9,504

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 ｱｼﾞｱ感染症対策PJ報告書発送用郵券の購入 34,560

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 結核患者家族健診等の契約書類送付に係る経費の支出 23,862

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 防疫業務用ファクシミリの賃借料の継続支払 6,480

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 平成29年度結核医療に係る療養費の支出について 1,307

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について（専門相談員） 40,774

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 インターネット接続に係る経費の支出（平成29年度） 1,512

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 備品購入費 特種用途自動車（感染症患者移送用救急車）の買入れ 19,065,390

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 公課費 特種用途自動車（感染症患者移送用救急車）の買入れ 32,800

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 特種用途自動車（感染症患者移送用救急車）の買入れ 8,720

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 平昌大会視察に伴う通訳業務運営委託(単価契約)の支出 52,260

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月例月旅費の支出について 925

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月例月旅費の支出について 3,004

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 平成30年2月例月旅費の支出について 92,584

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 扶助費 東京都結核医療費助成制度に係る医療費の支出 3,807

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 結核定期病状調査報告料の支出 300,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 エイズ専門家会議小委員会（疫学）の報酬の支出 25,920

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 検査申込書の印刷の支払い 172,260

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 平昌大会に伴う現地連絡用携帯電話レンタルの経費支出 6,167

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 平昌大会に伴う現地連絡用携帯電話レンタルの経費支出 4,860
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福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 コントロールパネルの移設 38,880

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 工事請負費 無線機（移動用）の積載換え 129,600

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症患者移送委託(単価契約)の経費の支出 63,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 特殊用途緊急自動車の車検に伴う整備 71,258

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 公課費 特殊用途緊急自動車の車検に伴う整備 32,800

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 特殊用途緊急自動車の車検に伴う整備 9,670

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 印刷物の送付に係る配送料の支払いについて 99,220

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 平成29年度大気汚染保健対策分科会開催経費(報償費) 86,070

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 平成29年度大気汚染保健対策分科会開催経費(特別旅費) 31,130

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 大気汚染医療費助成制度医療券封入作業委託(単価契約) 269,965

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 完成検査に要する経費の支出（手荷物料金） 14,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 完成検査に要する経費の支出(大島・利島) 92,574

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 動物専門雑誌広告の掲載委託 297,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 東京都衛生関係法規集(環境衛生編)追録第37号の買入れ 473,800

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 完成検査に要する経費の支出（手荷物料金） 13,800

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 完成検査に要する経費の支出(三宅・御蔵) 129,761

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（一般需用費）3月分 80,657

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 複数の少額支払案件（役務費）3月分 50,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 複数の少額支払案件（役務費）3月分 45,400

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「狂犬病」パンフレットの印刷 254,880

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 動物専門雑誌広告の掲載委託 432,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 第20回大気汚染医療費助成検討委員会に係る経費の支出 62,010

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 大気汚染認定審査会支援データベース用機器等の借入れ 32,076

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 健康･快適居住環境指針(分冊版)冬の住まい方外3点印刷 677,538

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物専門雑誌広告の作成委託 81,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 環境衛生関係法規集追録の購入 59,661

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 大気汚染医療費助成制度基礎データ作成委託（2月分） 348,300

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 大気汚染医療費助成制度の書類保管等委託(2月分) 42,957

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 平成29年度料金後納郵便利用代金の支払い 1,563,056

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 料金受取人払後納郵便料金の継続支払（２月分） 308

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 原画版下等作成委託の事業者選定審査会経費（報償費） 12,030

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 第2回動物由来感染症検討会の開催に伴う経費(報償費) 12,030

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（ブラック）外3点の購入 105,926

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 大気汚染健康被害認定患者への更新通知封入作業委託 13,974
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福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 50,851

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 4,896

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 8,603

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 370

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 3,811

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成３０年２月分）の支出について 31,198

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 東京都の水道 平成29年版 外1件の印刷 299,473

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ＫＣＬ溶液外１２点の購入 115,992

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度東京都生活基盤施設耐震化等補助金の支出 9,049,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度東京都簡易水道事業等補助金（三宅村）の支出 26,328,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度簡易水道事業等補助金（小笠原村）の支出 159,608,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度簡易水道事業等補助金（都単独補助事業分） 890,533,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 東京都広尾庁舎照明器具安定器修繕 214,920

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(随時払)の支出及び精算(平成29年度3月分) 8,000,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 3,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 生保システム用プリンタートナーの買入 75,600

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支出(定例・窓口払)平成29年度3月分 7,636,665

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支出(定例・口座払)平成29年度3月分 43,971,989

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支出(定例・口座払)平成29年度3月分 20,620

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活支援給付金の支出（平成29年度3月分） 191,749

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,800

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 20,630

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 8,770

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 26,490

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(葬祭扶助・葬儀代)の支出 206,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 126,720

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 38,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 3,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 2,160

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(教育扶助・給食費)の支出 247,050

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 現金輸送業務委託に係る経費の継続支出（2月分） 27,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 生活保護ｼｽﾃﾑ運用保守委託に係る経費の継続支出 2月分 125,280

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 生活保護ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞの借入に係る経費の継続支出(2月分) 395,280

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入に係る経費の継続支出(2月分) 2,160
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福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入に係る経費の継続支出(2月分 2,160

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入に係る経費の継続支出(2月分) 39,960

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費家賃代理納付の支出（平成29年度3月分） 3,780,900

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 23,700

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(住宅扶助・住宅維持費)の支出 75,600

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ﾀｸｼｰ料金等に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 2,450

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 需用費 一般需用費 少額案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 46,860

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 生活保護措置費に係る事務委託費の継続支出（２月分） 3,760

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護措置費(平成29年度3月分)の支出及び精算 2,170,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護措置費(平成29年度１月追加請求分)の支出 52,863

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 7,720

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(葬祭扶助・葬儀代)の支出 181,689

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(生活扶助・家財処分料)の支出 140,940

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 文書等の運搬廃棄処理委託（単価契約） 33,750

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 文書等の運搬廃棄処理委託（単価契約） 43,200

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 報償費 民生児童委員活動費の支出(平成30年1月～3月分) 2,548,200

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(法外援護・自立促進事業)に係る経費 50,432

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度 母子生活支援施設措置費の支出(3月分) 287,221

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度 母子生活支援施設措置費の支出(3月分) 447,297

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度母子生活支援施設措置費の支出(3月分) 357,825

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 介護認定審査料に係る経費の資金前渡及び精算 9,400

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処理委託 30,240

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処理委託 28,080

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(出産扶助・分娩介助料)の支出 255,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 6,500

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 11,430

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 4,840

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 85,060

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 5,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 3,000
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福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 19,840

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払に係る経費の資金前渡（2月分） 237,661

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約に係る経費の継続支出（2月分） 15,444

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約に係る経費の継続支出（2月分） 9,131

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・治療材料費)の支出 21,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 3,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 3,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 窓あき封筒の作成 73,440

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支出（追給・口座情報払３月分） 1,428,832

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費の支出（追給・口座情報払３月分） 8,310

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,711

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検 92,638

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 庁有車の車検 25,070

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 公課費 庁有車の車検 6,600

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 16,520

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 1,080

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 2,160

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 2,160

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 職員旅費の支出 平成30年3月確認分（平成30年2月分） 30,099

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 特別旅費 職員旅費の支出 平成30年3月確認分（平成30年2月分） 2,124

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 職員旅費の支出 平成30年3月確認分（平成30年2月分） 800

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 630,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(就学支度資金)の支出 590,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修業資金)の支出 486,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 486,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(就学支度資金)の支出 590,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 162,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(就学支度資金)の支出 64,928

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度 母子生活支援施設措置費の支出(3月分) 450,938

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン給油に係る経費の資金前渡及び精算(3-2月分) 10,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 診療依頼書の印刷 19,440

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度母子生活支援施設措置費の支出（3月分） 444,765

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(葬祭扶助・葬儀代)の支出 177,695

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 23,700
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福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 4,320

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 10,140

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(生活扶助・移送費)の支出 108,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 270,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 464,500

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 636,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 477,500

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月28日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 324,000

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 40,420

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 73,430

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・移送費)の支出 73,685

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(葬祭扶助・葬儀代)の支出 180,300

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(介護扶助・住宅改修費)の支出 62,370

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護費(医療扶助・文書料)の支出 2,160

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年03月30日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 貸付金 母子福祉貸付資金(修学資金)の支出 477,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 エンラマイシン 100mg外６点の買入れ 139,320

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ダイヤフラム式エアーポンプ外17点の買入れ 438,869

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ダイヤフラム式エアーポンプ外17点の買入れ 14,709

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ダイヤフラム式エアーポンプ外17点の買入れ 46,397

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 マウスの買入れ 432,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 平成29年度環境保健衛生講習会広報用チラシの印刷 185,652

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 13,385

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 15,636

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 146,546

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 10,530

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 9,289

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ボタン型電池外46点の買入れ 14,886

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 微量生体試料分析システムの修繕 162,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 検体番号ラベルの印刷 246,758

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ガスクロマトグラフ質量分析計の修繕 400,680

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 分析ｾﾝﾀｰ等ﾃﾞｰﾀ転送用ｻｰﾊﾞｰの買入れ 559,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 感染性廃棄物収集運搬委託(単価契約)（1月分） 39,657

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ｾﾝｼﾃﾞｨｽｸｺﾘｽﾁﾝ外２４点の買入れ(単価契約)１２月分 28,296

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)１２月分 3,024
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)１２月分 6,804

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)１月分 24,192

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)１月分 13,608

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)１２月分 78,300

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)１２月分 6,156

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)１月分 107,568

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)１月分 58,266

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 QIAamp DNA Mini Kit外２点の買入れ(単価契約)12月分 22,410

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 QIAamp DNA Mini Kit外２点の買入れ(単価契約)１月分 215,136

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 Proteinase K 外４点の買入れ(単価契約)１２月分 118,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 Proteinase K 外４点の買入れ(単価契約)１月分 179,280

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 AmpliTaq Gold,LD 外３点の買入れ(単価契約)１２月分 66,744

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 泳動用バッファー外３点の買入れ(単価契約)１２月分 30,672

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 泳動用バッファー外３点の買入れ(単価契約)１月分 52,812

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＭＥＭ用ビタミン液外４点の買入れ(単価契約)１２月分 24,732

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＭＥＭ用ビタミン液外４点の買入れ(単価契約)１月分 24,732

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ラテックス製手袋L外23点の買入れ(単価契約)1月分 143,985

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ラテックス製手袋L外23点の買入れ(単価契約)1月分 14,969

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ねじ口びん外12点の買入れ(単価契約)1月分 276,048

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(1000-10000μl)外11点の買入れ(単価契約) 34,992

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(1000-10000μl)外11点の買入れ(単価契約) 11,664

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(1000-10000μl)外11点の買入れ(単価契約) 93,474

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 スポンジたわし外24点の買入れ(単契)経費支出11月分 10,494

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 スポンジたわし外24点の買入れ(単契)経費支出11月分 1,052

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 雑巾外10点の買入れ(単価契約)に係る経費の支出11月分 316,172

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 粘着マット外31点の買入れ(単価契約)経費支出11月分 3,693

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ｺﾝﾋﾞﾁｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾊﾞｲｵﾋﾟｭｱ25ml外7点買入れ(単価契約) 78,408

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 クリンプバイアル外12点の買入れ(単価契約)1月分 89,478

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 脱イオン蒸留水外４点の買入れ(単価契約)１２月分 46,656

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 脱イオン蒸留水外４点の買入れ(単価契約)１月分 6,156

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 脱イオン蒸留水外４点の買入れ(単価契約)１月分 46,656

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 感染性廃棄物処分委託(単価契約)に係る経費（1月分） 44,064

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ｾﾝｼﾃﾞｨｽｸｺﾘｽﾁﾝ外２４点の買入れ(単価契約)１月分 250,063

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ｾﾝｼﾃﾞｨｽｸｺﾘｽﾁﾝ外２４点の買入れ(単価契約)１月分 7,517
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 スポンジたわし外24点の買入れ(単契)経費支出12月分 53,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 粘着マット外31点の買入れ(単価契約)経費支出12月分 53,118

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 テープカセット外52点の買入れ(単契)経費支出1月分 19,490

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 家電リサイクル料金の支出 260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 家電リサイクル料金の支出 8,316

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出(1月分) 156,092

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出(1月分) 24,914

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 動物飼育管理業務委託 2,779,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 リアルタイムPCR用試薬キット外１８点の買入れ 1,188

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 リアルタイムPCR用試薬キット外１８点の買入れ 207,403

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 リアルタイムPCR用試薬キット外１８点の買入れ 867,207

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 乳酸脱水素酵素(LDH)外２２点の買入れ 56,570

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 乳酸脱水素酵素(LDH)外２２点の買入れ 209,952

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 乳酸脱水素酵素(LDH)外２２点の買入れ 732,521

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 乳酸脱水素酵素(LDH)外２２点の買入れ 26,892

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 乳酸脱水素酵素(LDH)外２２点の買入れ 27,993

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ルフェヌロン外２５点の買入れ 29,657

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ルフェヌロン外２５点の買入れ 1,104,213

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ルフェヌロン外２５点の買入れ 88,744

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 マツ枯れ防止剤樹幹注入作業委託 800,820

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 固相抽出カラム外25点の買入れ(単価契約)1月分 458,697

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 固相抽出カラム外25点の買入れ(単価契約)1月分 12,420

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 スクリューバイアル外9点の買入れ(単価契約)1月分 145,260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 スクリューバイアル外9点の買入れ(単価契約)1月分 54,950

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 遠心チューブ(特注滅菌)外9点の買入れ(単価契約)1月分 215,902

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 汚泥用ポリ容器の買入れ(単価契約)1月分 43,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ループ付き凍結保存チューブ外8点の買入れ(単価契約) 44,280

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 シリカゲルTLCプレート外7点の買入れ(単価契約)1月分 25,866

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 スクリューバイアル外7点の買入れ(単価契約)1月分 100,656

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 スクリューバイアル外7点の買入れ(単価契約)1月分 34,560

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 タイムテープ外33点の買入れ(単価契約)1月分 25,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 タイムテープ外33点の買入れ(単価契約)1月分 1,512

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 タイムテープ外33点の買入れ(単価契約)1月分 1,296

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 フィルターチップ交換用プレート外8点買入れ(単価契約 11,016
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 96Ｕ穴マイクロプレート外9点の買入れ(単価契約)1月分 54,324

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 96Ｕ穴マイクロプレート外9点の買入れ(単価契約)1月分 10,125

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 96Ｕ穴マイクロプレート外9点の買入れ(単価契約)1月分 219,223

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 結核菌感染診断用専用採血管の買入れ(単価契約)1月分 177,552

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,535

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 本館昇降機保守点検委託に伴う経費の支出（２月分） 299,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 別館昇降機保守点検委託に伴う経費の支出（２月） 131,760

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 本館排水処理設備保守点検委託料の支出（２月分） 488,700

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 本館特殊プレハブ施設空調設備類保守点検委託料(2月) 499,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 別館特殊プレハブ施設空調設備類保守点検委託料(2月) 413,640

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 DNA定量装置の保守点検委託 594,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 276,480

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体クロマトグラフ(Prominence UFLC)の保守点検委託 724,680

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ質量分析装置の保守点検委託 495,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 原子吸光光度計の保守点検委託 262,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 へパフィルターの買入れ 501,012

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 453,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ分析装置の保守点検委託 756,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 高速液体クロマトグラフの保守点検委託 669,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計(化粧品等分析用)保守点検委託 555,984

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 リアルタイムPCR装置の保守点検委託 372,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計保守点検委託 410,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 はさみの研磨委託 111,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体クロマトグラフ(残留農薬分析用)保守点検委託 408,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 液体クロマトグラフ質量分析装置の修繕 453,384

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 リービッヒ冷却管外1点の修繕 18,360

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 パーソナルコンピューターの買入れ 91,584

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 カラーメトリの買入れ 13,608

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)に係る経費（1月分） 22,631

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 マウス外10点の買入れ(単価契約)に係る経費支出1月分 149,148

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 マウス外10点の買入れ(単価契約)に係る経費支出1月分 50,803

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 マウス外10点の買入れ(単価契約)に係る経費支出1月分 23,587

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 郵券の購入に伴う経費の支出 145,300

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 生化学自動分析装置の借入れ 269,784
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 結核感染診断用自動分析システムの借入れ 23,241

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 565,272

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ガスクロマトグラフの修繕 444,744

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 本館冷却塔水質分析委託（２月分） 20,520

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 ガスクロマトグラフの買入れ 3,510,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 イオンクロマトグラフの保守点検委託 1,363,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ質量分析計外３件の保守点検委託 2,458,512

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計QTRAP5500保守点検委託 2,391,876

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体クロマトグラフ分析装置の保守点検委託 1,684,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 窒素発生装置集中配管システムの保守点検委託 2,445,552

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置保守点検委託 2,342,541

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 リアルタイムPCR装置の保守点検委託 2,478,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 81,972

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 5,940

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,560

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 生化学自動分析装置の借入れ 269,784

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 結核感染診断用自動分析システムの借入れ 23,241

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 都民アレルギー講演会に係る運営業務委託 837,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 濁色度計の保守点検委託 174,420

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 濁色度計の保守点検委託 163,620

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外11点の買入れ 567,604

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外11点の買入れ 53,568

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 耐熱刷毛外53点の買入れ 500,138

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 耐熱刷毛外53点の買入れ 15,663

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 耐熱刷毛外53点の買入れ 59,498

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 耐熱刷毛外53点の買入れ 11,441

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 耐熱刷毛外53点の買入れ 1,860

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 イムノアフィニティーカラム外24点の買入れ 789,134

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 イムノアフィニティーカラム外24点の買入れ 241,283

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 イムノアフィニティーカラム外24点の買入れ 24,322

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 イムノアフィニティーカラム外24点の買入れ 11,145

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 イムノアフィニティーカラム外24点の買入れ 26,028

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 DNA抽出ｷｯﾄ外２点の買入れ 1,092,279

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 クリアファイル｢健康食品５つの問題｣の作成 172,800
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 肺炎球菌型別用抗血清Type34外４１点の買入れ 214,423

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 肺炎球菌型別用抗血清Type34外４１点の買入れ 5,583

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 肺炎球菌型別用抗血清Type34外４１点の買入れ 563,404

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 肺炎球菌型別用抗血清Type34外４１点の買入れ 90,201

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 肺炎球菌型別用抗血清Type34外４１点の買入れ 132,646

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 第一種圧力容器性能検査に係る経費の支出 14,364

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 厚生法規総覧追録外10点の買入れ 226,368

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 食-3畜産物缶詰及び畜産物瓶詰追録外6点の買入れ 7,547

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 核磁気共鳴装置(NMR)の借入れ 1,861,596

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計の借入れ 1,934,064

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 分注作業台外７点の借入れ 103,756

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 分注作業台外７点の借入れ 18,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 電子スピン共鳴装置外16点の借入れ 232,179

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 電子スピン共鳴装置外16点の借入れ 239,792

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 電子スピン共鳴装置外16点の借入れ 24,127

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 電子スピン共鳴装置外16点の借入れ 77,328

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 高速液体クロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 1,787,724

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 LC-Q/Tof型(四重極/飛行時間型)質量分析計の借入れ 1,241,460

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計保守点検委託 2,177,496

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計(Vantage)保守点検委託 2,081,484

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計AccessMAX保守点検委託 2,003,832

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 液体クロマトグラフ質量分析計の修繕 588,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ウサギ脱繊維血液の買入れ 10,972

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 検査オーダリングシステム用サーバ等機器の借入れ 1,138,104

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 馬保存血液の買入れ 7,776

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 冷凍庫付きインキュベーターの買入れ 354,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 液体クロマトグラフ用分析カラム外1点の買入れ 46,656

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 液体クロマトグラフ用分析カラム外1点の買入れ 50,544

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 動物死体及び汚物の収集運搬委託(単価契約)（2月分） 54,172

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 産業廃棄物収集運搬委託(単価契約)（2月分） 38,232

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 スポンジたわし外24点の買入れ(単契)経費支出1月分 39,031

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 雑巾外10点の買入れ(単価契約)に係る経費の支出1月分 3,707

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 雑巾外10点の買入れ(単価契約)に係る経費の支出1月分 3,706

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 事業系一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)（2月分） 24,521
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 事業系一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)（2月分） 37,045

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 粘着マット外31点の買入れ(単価契約)経費支出1月分 22,588

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 粘着マット外31点の買入れ(単価契約)経費支出1月分 12,658

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 粘着マット外31点の買入れ(単価契約)経費支出1月分 4,622

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 動物死体及び汚物の処分委託(単価契約)（2月分） 27,086

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れに係る経費の支出 108,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(食品監視第二課)に係る経費支出 21,816

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 出勤管理システム用サーバ等の借入れに係る経費の支出 20,844

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 動物管理システムの借入れ 228,852

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 毒物劇物営業者登録等ｼｽﾃﾑに係るﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ借入れ 13,303

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 医薬品、医療機器等法ストリーミング講習会配信委託 108,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 健康安全研究センター警備・電話交換委託（２月分） 1,822,801

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型三連四重極型質量分析計の借入れ 394,695

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計(FIDTCD検出器付)借入れ 334,635

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 遺伝子解析装置(DNAシーケンサ)の借入れ 251,664

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 リアルタイムPCR(遺伝子解析装置)の借入れ 232,785

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(残留農薬分析用)の借入れ 131,712

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(ECD、FID検出器付)の借入れ 167,685

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(指定外甘味料分析用)の借入れ 181,230

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(天然甘味料分析用)の借入れ 159,390

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計の借入れ 162,729

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(NPD、FID検出器付)の借入れ 134,295

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(FPD、FID検出器付)の借入れ 142,695

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 超高速液体クロマトグラフ装置の借入れ 156,030

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 339,012

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(空気中有害ガス濃縮装置付)借入れ 346,896

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計借入れ 883,332

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置(医薬品・健康食品試験用)の借入れ 172,368

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 226,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフの借入れ 264,168

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(甘味料ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ等分析用)の借入れ 180,252

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(医薬品等試験用)の借入れ 160,164

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフの借入れ 213,300

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ＤＮＡシーケンサーの借入れ 295,704
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(医薬品等分析用)の借入れ 326,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 全自動ELISAシステムの借入れ 197,424

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 リアルタイムPCRシステムの借入れ 217,188

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計(残留農薬)の借入れ 236,088

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(生薬分析用)の借入れ 225,072

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(保存料分析用)の借入れ 188,352

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計(食品添加物分析用)の借入れ 243,216

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型三連四重極型質量分析計(ｽｸﾗﾛｰｽ) 390,411

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計借入れ 731,640

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 サーバ(ファイアウォール用外)の借入れ 25,830

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 自動溶出試験機(容量測定装置)の借入れ 343,116

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ装置の借入れ 176,904

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置(化粧品・医薬部外品試験用)の借入れ 177,984

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ装置(生薬試験用)の借入れ 193,104

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 救急搬送サーベイランスシステム用パソコン等の借入れ 20,520

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 生化学自動分析装置の借入れ 269,784

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計(貝毒) 509,760

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計(着色) 549,180

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 イオンクロマトグラフの借入れ 210,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 全自動凍結乾燥装置の借入れ 231,120

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 メインサーバの借入れ 39,960

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 感染症発生動向調査システムサーバの借入れ 21,060

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 イオンクロマトグラフの借入れ 449,064

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(甘味料・サッカリン・AK)の借入れ 208,872

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(酸化防止剤)の借入れ 192,888

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(化粧品等分析用)の借入れ 334,260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(化粧品等分析用)借入れ 452,304

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計(動物用医薬品)借入れ 948,780

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 メールサーバの借入れ 14,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフの借入れ 15,120

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ外１件の借入れ 18,171

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 自動細菌検査システム外４点の借入れ 165,996

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 核磁気共鳴装置の借入れ 85,434

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 蛍光Ｘ線分析装置外１点の借入れ 78,192

256 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフの借入れ 16,113

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフの借入れ 15,282

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフ外１点の借入れ 14,623

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 多項目自動血球分析装置外１点の借入れ 26,244

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 卓上型低真空電子顕微鏡の借入れ 9,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 リアルタイムPCR装置の借入れ 11,340

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 DNA定量装置の借入れ 29,916

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ反応蛍光検出器付)の借入れ 14,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ(その4) 35,100

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ(その３) 34,128

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ(その２) 64,692

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 イオンクロマトグラフ(ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ反応蛍光検出器付)借入 82,296

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 電子顕微鏡システムの借入れ 669,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 共焦点レーザー顕微鏡の借入れ 40,662

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 プロテオーム解析システムの借入れ 181,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 エアーコンプレッサーの借入れ① 3,564

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 エアーコンプレッサーの借入れ② 3,564

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計の借入れ 234,468

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 21,816

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 61,452

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ 1,360

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(合成抗菌剤及農薬分析用)外１点の借入れ 29,061

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフ三連四重極型質量分析計の借入れ 74,736

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフの借入れ 3,888

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ三連四重極型質量分析計の借入れ(その３) 75,675

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 監視試験検査総合情報ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞ機器等の借入れ 16,740

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 原子吸光分光光度計の借入れ 14,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフの借入れ 28,447

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 17,928

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高周波誘導結合プラズマ励起質量分析装置の借入れ 46,926

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析装置の借入れ 24,948

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ装置(FL検出器付)の借入れ 19,656

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 結核感染診断用自動分析システムの借入れ 23,241

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計の借入れ 51,408
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 普及啓発情報作成用コンピュータの借入れ 1,922

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 厚生労働省医薬品等専用ネットワーク回線の使用 36,180

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 微生物検索同定装置(MALDI-TOF MS)の借入れ 432,864

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 遺伝子解析装置の借入れ 272,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(栄養成分分析用)の借入れ 229,392

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 窒素(たんぱく質)分析装置の借入れ 175,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(材質鑑別用)の借入れ 96,120

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計(ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ等用)借入れ 408,132

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(エトキシキン等用)の借入れ 286,956

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計の借入れ 463,968

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計(残留農薬試験用)借入れ 430,704

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(化粧品等試験用)の借入れ 310,392

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(化粧品等試験用)の借入れ 169,452

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(医薬品等試験用)借入れ 307,260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 フローサイトメーターの借入れ 271,080

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(高濃度試料分析用)借入 187,412

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(食添・着色料)外1点の借入れ 27,518

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 水素ガス供給システムの借入れ 19,980

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(残留農薬確認用)借入れ 25,207

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(有機塩素系農薬用)外1点の借入れ 22,788

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 フーリエ赤外変換分光光度計の借入れ 23,716

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(中毒原因分析用)借入れ 21,168

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(カビ毒用)の借入れ 20,757

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 201,960

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(NPD検出器付)の借入れ 121,802

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(検出器付)の借入れ 172,389

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ 361,778

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品添加物分析用)借入 19,980

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(有害性物質分析用)の借入れ 30,132

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(カビ毒分析用)外1点の借入れ 19,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS)の借入れ 65,880

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 高圧2液ｸﾞﾗｼﾞｪﾝﾄPDA付高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ外1件の借入れ 23,317

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 東京都健康安全研究センター特殊空調機械点検調整委託 9,999,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計外１件の借入れ 32,605
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計QTRAP5500保守点検委託 1,852,848

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 試薬管理システム用パーソナルコンピュータ外7点借入 169,668

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 検査オーダリングシステム用サーバ機器借入(再リース) 842,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ドラムユニット購入経費の支出 9,180

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度食品監視第一課有料道路通行料(10月分) 43,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度食品監視第一課有料道路通行料(11月分) 43,270

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 390,415

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 別館中和処理設備保守点検委託料の支出（12月分） 75,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 真空採血管外6点の買入れ 4,385

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 真空採血管外6点の買入れ 614,498

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 真空採血管外6点の買入れ 58,644

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 真空採血管外6点の買入れ 14,105

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 スティックpH試験紙外13点の買入れ 433,739

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 スティックpH試験紙外13点の買入れ 10,033

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 スティックpH試験紙外13点の買入れ 85,536

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ディスポーザブルセル外10点の買入れ 138,024

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ディスポーザブルセル外10点の買入れ 9,396

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ディスポーザブルセル外10点の買入れ 73,872

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ディスポーザブルセル外10点の買入れ 1,512

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ディスポーザブルセル外10点の買入れ 118,260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 微量ＰＣＢ廃棄物の処分委託 75,168

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 微量ＰＣＢ廃棄物の収集運搬委託 287,280

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 牛ふん堆肥外4点の買入れ 282,960

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ヨウ素酸カリウムでんぷん紙外8点の買入れ 150,012

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ヨウ素酸カリウムでんぷん紙外8点の買入れ 6,750

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ヨウ素酸カリウムでんぷん紙外8点の買入れ 7,041

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 換気扇システム取込修繕 410,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 木酢液外9点の買入れ 284,040

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 オルトラン粒剤外1点の買入れ 52,018

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 乳児ボツリヌス症予防ポスター及びリーフレットの印刷 707,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食中毒予防啓発用クリアファイルの作成 97,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 遺伝子解析装置の修繕 58,104

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 LC/MS/MS用窒素発生装置集中配管システムの修繕 36,072

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外10点の買入れ(単価契約)1月分 307,702
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外10点の買入れ(単価契約)1月分 43,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ﾁｯﾌﾟ250μl外10点の買入れ(単価契約)1月分 206,777

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ﾁｯﾌﾟ250μl外10点の買入れ(単価契約)1月分 10,476

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ﾁｯﾌﾟ250μl外10点の買入れ(単価契約)1月分 8,456

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 凍結チューブ外26点の買入れ(単価契約)1月分 234,576

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 凍結チューブ外26点の買入れ(単価契約)1月分 22,950

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 リアルタイムPCRプレート(96穴)外4点買入れ(単価契約) 34,419

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ディスポハサミ両尖外8点の買入れ(単価契約)1月分 40,176

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ【薬用】(単価契約)２月分 5,280

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ドライアイス購入経費の支出 6,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 平成２９年度都内流通食品の放射性物質検査実施経費 1,745

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 平成29年度都内流通食品の放射性物質検査実施経費 37,535

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金（薬用植物園）の支出② 164,295

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 平成29年度電気料金（薬用植物園）の支出② 216

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

報償費 業務委託等総合評価委員会開催経費の支出 24,060

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 日本農芸化学会2018年度大会参加旅費の支出 45,030

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度食品監視第一課有料道路通行料(12月分) 20,490

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報酬の支出 90,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 154,897

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 健康安全研究センター建物設備管理委託（30年2月分） 6,921,288

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 花粉自動測定機の修繕 1,296,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ガスクロマトグラフ質量分析計の修繕 1,024,056

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 HPLCカラム外9点の買入れ 333,752

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 HPLCカラム外9点の買入れ 82,620

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 HPLCカラム外9点の買入れ 13,316

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 試験管外7点の買入れ 89,596

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 試験管外7点の買入れ 55,404

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 試験管外7点の買入れ 53,460

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ねじ口瓶丸型茶褐色外61点の買入れ 568,112

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ねじ口瓶丸型茶褐色外61点の買入れ 41,029

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ねじ口瓶丸型茶褐色外61点の買入れ 4,644

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ねじ口瓶丸型茶褐色外61点の買入れ 81,086

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ねじ口瓶丸型茶褐色外61点の買入れ 7,636

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 チップ外18点の買入れ 501,552
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 チップ外18点の買入れ 51,408

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 チップ外18点の買入れ 99,792

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 白衣三点セット外24点の買入れ 517,763

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 白衣三点セット外24点の買入れ 60,825

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 白衣三点セット外24点の買入れ 25,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 白衣三点セット外24点の買入れ 40,824

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 フレームストレートレッジ外12点の買入れ 142,884

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンターインク外15点の買入れ 14,040

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 インクジェットプリンターインク外15点の買入れ 153,122

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンターインク外15点の買入れ 9,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンターインク外15点の買入れ 30,758

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外23点の買入れ 14,019

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外23点の買入れ 266,799

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外23点の買入れ 7,140

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外23点の買入れ 44,872

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 チューブ用キャンプバンド外17点の買入れ 22,405

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 チューブ用キャンプバンド外17点の買入れ 60,710

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 チューブ用キャンプバンド外17点の買入れ 9,914

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 チューブ用キャンプバンド外17点の買入れ 40,921

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 液体窒素外10点の買入れ(単価契約)２月分 1,076,587

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 食品監視第一課自動車運送業務委託(単価契約(1月分) 1,695,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,899

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 モニタリングポスト用UPSのバッテリー外1点の買入れ 162,864

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 雑誌合冊製本 292,248

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 リアルタイムＰＣＲ装置の修繕 12,960

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 衛生法規総覧追録外4点の買入れ 88,143

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 梅毒検査用試薬外６点の買入れ(単価契約)１月分 17,712

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 メタノール外２３点の買入れ(単価契約)１月分 35,359

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 メタノール外２３点の買入れ(単価契約)１月分 149,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 メタノール外２３点の買入れ(単価契約)１月分 853

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 レジオネラ分離培地外７点の買入れ(単価契約)１月分 16,524

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 レジオネラ分離培地外７点の買入れ(単価契約)１月分 94,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 エタノール外８点の買入れ(単価契約)１月分 92,988

261 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 エタノール外８点の買入れ(単価契約)１月分 8,424

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ＭＹＰ寒天外１７点の買入れ(単価契約)１月分 114,048

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＭＹＰ寒天外１７点の買入れ(単価契約)１月分 9,201

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＣＴサプリメント外３点の買入れ(単価契約)１月分 129,168

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＲＶブイヨン外４点の買入れ(単価契約)１月分 43,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ｻﾙﾓﾈﾗ免疫血清０多価外13点の買入れ(単価契約)１月分 72,576

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 風疹ウイルスHI試薬外１８点の買入れ(単価契約)１月分 96,811

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)に係る経費（2月分） 31,541

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 再資源回収委託等(単価契約)に係る経費の支出(2月分) 21,438

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 洗濯委託(単価契約)２月分 143,510

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 クロモアガーサルモネラ外５点の買入れ(単価契約)1月 192,931

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 病原大腸菌免疫血清混合1外13点の買入れ(単価契約)1月 243,626

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)１月分 3,132

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)１月分 9,396

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)１月分 102,654

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)１月分 5,940

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,412

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,377,392

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,801

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外18点の買入れ 1,023,430

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外18点の買入れ 123,249

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 HPLC分析カラム外18点の買入れ 40,392

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 JIS規格及びISO/IEC規格等のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等購入経費 28,940

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 JIS規格及びISO/IEC規格等のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等購入経費 108

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 食品監視第二課自動車運送業務委託(単価契約)２月分 983,664

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 平成29年度有料道路通行料金（基幹定点）の支出 15,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,801

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,212

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 別館中和処理設備保守点検委託料の支出（１月分） 75,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 特殊ガス等供給設備点検業務委託 475,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 チューブラック外23点の買入れ 452,941

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 チューブラック外23点の買入れ 63,612

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ハロゲンランプ外9点の買入れ 683,834

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ハロゲンランプ外9点の買入れ 556,859
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 冷蔵庫の買入れ 265,010

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ヒト中皮腫・培養細胞外2点の買入れ 68,212

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ヒト中皮腫・培養細胞外2点の買入れ 6,632

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 フロストドライデシケータの修繕 64,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 高圧蒸気滅菌装置の買入れ 561,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 カラーホルダー外71点の買入れ 9,235

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 カラーホルダー外71点の買入れ 149,598

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 カラーホルダー外71点の買入れ 21,300

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 カラーホルダー外71点の買入れ 9,903

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 廃液収集運搬委託(単価契約)に係る経費（2月分） 64,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 感染性廃棄物処分委託(単価契約)に係る経費（2月分） 39,744

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 廃液等処分委託(単価契約)に係る経費の支出（2月分） 104,598

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 クリンプバイアル外12点の買入れ(単価契約)2月分 1,686,636

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 クリンプバイアル外12点の買入れ(単価契約)2月分 78,948

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 感染性廃棄物収集運搬委託(単価契約) 35,769

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度食品監視第一課有料道路通行料(1月分) 34,970

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 廃トナーボックス購入経費の支出 2,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,451

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ３月分  公共料金支払 10,107

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,367

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ３月分  公共料金支払 22,870

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,481

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 動物飼育管理業務委託（２月分） 2,779,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 検査オーダリングシステム環境構築及環境移行作業委託 35,640,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 制御盤指示調節計等交換工事 3,141,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＰＣＲキット外４点の買入れ(単価契約)２月分 272,808

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＰＣＲキット外４点の買入れ(単価契約)２月分 898,668

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 DNAｼｰｹﾝｼﾝｸﾞ試薬外4点の買入れ(単価契約)２月分 1,811,840

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,262

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 ガスクロマトグラフ(GC-2014)の保守点検委託 256,500

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 410,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(甘味料ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ分析用)保守点検委託 432,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 高速液体クロマトグラフの保守点検委託 453,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ飛行時間型質量分析装置の保守点検委託 744,120
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 遠心エバポレーターの買入れ 382,320

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 恒温恒湿装置の保守点検委託 32,940

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 真空ホース外21点の買入れ 164,760

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 真空ホース外21点の買入れ 87,232

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 真空ホース外21点の買入れ 212,997

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 真空ホース外21点の買入れ 90,720

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 真空ホース外21点の買入れ 9,560

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ガラス製共栓平底試験管の買入れ 259,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 マイクロミキサー外2点の買入れ 162,972

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 マイクロミキサー外2点の買入れ 48,308

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 撹拌機外5点の買入れ 64,152

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 撹拌機外5点の買入れ 127,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 撹拌機外5点の買入れ 66,204

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 シングルフィルタ外12点の買入れ 239,047

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 シングルフィルタ外12点の買入れ 65,361

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 シングルフィルタ外12点の買入れ 78,354

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 試験体輸送箱セットの買入れ 604,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 パーソナルコンピュータの買入れ 453,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 密封線源の引取業務委託 328,320

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 電源タップ外18点の買入れ 7,560

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 電源タップ外18点の買入れ 589,054

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 電源タップ外18点の買入れ 4,428

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 電源タップ外18点の買入れ 410

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 電源タップ外18点の買入れ 1,188

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 抗体外２０点の買入れ 1,814

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 抗体外２０点の買入れ 642,093

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 抗体外２０点の買入れ 23,328

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 抗体外２０点の買入れ 13,219

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 リーフレット｢家庭園芸､ちょっとした注意で～｣の増刷 194,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食中毒予防リーフレットの増刷 151,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 イメージドラム外22点の買入れ 5,451

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 イメージドラム外22点の買入れ 392,884

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 核磁気共鳴装置の修繕 87,507

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 カラーページプリンター外12点の買入れ 7,571
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 カラーページプリンター外12点の買入れ 216,745

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 工事関連文書等整理収納業務委託 997,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ポスターホルダー外24点の買入れ 3,225

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ポスターホルダー外24点の買入れ 148,920

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ポスターホルダー外24点の買入れ 1,237

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ポスターホルダー外24点の買入れ 4,743

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ポスターホルダー外24点の買入れ 43,693

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 プローブの買入れ 82,620

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アーキテクト付属プリンタトナーの買入れ 29,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ビル衛生管理関係実務便覧追録の買入れ 25,250

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ｺﾝﾋﾞﾁｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾊﾞｲｵﾋﾟｭｱ25ml外7点買入れ(単価契約) 63,093

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ｺﾝﾋﾞﾁｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾊﾞｲｵﾋﾟｭｱ25ml外7点買入れ(単価契約) 25,488

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 電気泳動用マーカー外３点の買入れ(単価契約)２月分 33,782

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 スピンカラム外８点の買入れ(単価契約)２月分 195,372

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ２－プロパノール外４点の買入れ(単価契約)２月分 5,367

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 培地外11点の買入れ(単価契約)２月分 88,236

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ねじ口びん外12点の買入れ(単価契約)2月分 115,797

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(1000-10000μl)外11点の買入れ(単価契約) 101,260

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(1000-10000μl)外11点の買入れ(単価契約) 4,644

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 駒込ピペット外13点の買入れ（単価契約）1月分 50,652

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 駒込ピペット外13点の買入れ（単価契約）1月分 8,640

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 駒込ピペット外13点の買入れ（単価契約）1月分 209,952

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 組織培養用フラスコ外7点の買入れ（単価契約）1月分 31,860

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 組織培養用フラスコ外7点の買入れ（単価契約）1月分 29,484

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 標準寒天培地外２点の買入れ(単価契約)２月分 118,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 TaqMan MGB プローブ 外２点の買入れ(単価契約)２月分 5,508

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 プローブ合成試薬外３点の買入れ(単価契約)２月分 217,566

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)２月分 15,444

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 結核菌抗原検出キット外１点の買入れ(単価契約)２月分 70,848

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 結核菌抗原検出キット外１点の買入れ(単価契約)２月分 286,308

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ＯＦ培地外７点の買入れ(単価契約)２月分 32,562

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 Taqmanプローブキットの買入れ(単価契約)２月分 57,672

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 抗体検出キットの買入れ(単価契約)２月分 297,432

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 抗体検出キットの買入れ(単価契約)２月分 264,384
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 抗原抗体検出キット外１点の買入れ(単価契約)２月分 750,870

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ギ酸外３０点の買入れ(単価契約)２月分 1,425

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 石油エーテル外１３点の買入れ(単価契約)２月分 82,231

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 石油エーテル外１３点の買入れ(単価契約)２月分 3,715

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 塩化ナトリウム外７点の買入れ(単価契約)２月分 117,309

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 塩化ナトリウム外７点の買入れ(単価契約)２月分 27,864

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 蒸留水外１４点の買入れ(単価契約)２月分 76,550

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 蒸留水外１４点の買入れ(単価契約)２月分 14,407

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 蒸留水外１４点の買入れ(単価契約)２月分 9,504

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 硫酸外１４点の買入れ(単価契約)２月分 121,457

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 硫酸外１４点の買入れ(単価契約)２月分 42,055

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 アセトニトリル外４点の買入れ(単価契約)２月分 153,760

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 アセトニトリル外４点の買入れ(単価契約)２月分 33,339

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＰＣＲ酵素外２点の買入れ(単価契約)２月分 675,648

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＰＣＲ酵素外２点の買入れ(単価契約)２月分 80,784

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＪＩＳ(日本工業規格)追録の買入れ 41,552

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 泳動用バッファー外３点の買入れ(単価契約)２月分 61,344

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)２月分 58,266

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)２月分 89,640

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 Buffer AP1 外４点の買入れ(単価契約)２月分 58,266

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 脱イオン蒸留水外４点の買入れ(単価契約)２月分 330,480

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)２月分 3,780

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 プライマー外２点の買入れ(単価契約)２月分 25,704

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ブルセラ寒天培地外１０点の買入れ(単価契約)２月分 58,536

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ブルセラ寒天培地外１０点の買入れ(単価契約)２月分 149,612

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ｾﾝｼﾃﾞｨｽｸｺﾘｽﾁﾝ外２４点の買入れ(単価契約)２月分 186,516

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ｾﾝｼﾃﾞｨｽｸｺﾘｽﾁﾝ外２４点の買入れ(単価契約)２月分 100,980

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ラテックス製手袋L外23点の買入れ(単価契約)2月分 133,617

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 鶏卵の買入れ（単価契約）に係る経費の支出（2月分） 5,246

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 滅菌カップ外14点の買入れ(単価契約)2月分 230,256

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 校正用試料乳の買入れ 129,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 マウス外10点の買入れ(単価契約) 8,424

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 フィルターチップ外3点の買入れ(単価契約)2月分 8,856

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 フィルターチップ外3点の買入れ(単価契約)2月分 21,254
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 固相抽出ミニカラム外5点の買入れ(単価契約)2月分 32,832

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 精密ピンセット外10点の買入れ(単価契約)2月分 114,447

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 精密ピンセット外10点の買入れ(単価契約)2月分 205,632

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 第９１回日本細菌学会総会出席に伴う旅費の支出 61,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 梅毒検査用試薬外６点の買入れ(単価契約)２月分 89,434

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 メタノール外２３点の買入れ(単価契約)２月分 74,023

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 レジオネラ分離培地外７点の買入れ(単価契約)２月分 46,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 レジオネラ分離培地外７点の買入れ(単価契約)２月分 34,776

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 エタノール外８点の買入れ(単価契約)２月分 158,372

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 エタノール外８点の買入れ(単価契約)２月分 5,896

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 エタノール外８点の買入れ(単価契約)２月分 9,612

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 アセトニトリル外３点の買入れ(単価契約)２月分 32,313

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)２月分 3,866

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 アプティマ発光試薬外10点の買入れ(単価契約)２月分 197,046

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ＲＶブイヨン外４点の買入れ(単価契約)２月分 19,353

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 クロモアガーサルモネラ外５点の買入れ(単価契約)2月 2,851

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 日本薬学会第138年会参加旅費の支出（その２） 50,860

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その２)(単価契約)１月 74,634

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その２)(単価契約)２月 74,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その１)(単価契約)1月分 78,338

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その１)(単価契約) 79,170

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 滅菌シャーレ外4点の買入れ(単価契約)2月分 174,960

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 滅菌シャーレ外4点の買入れ(単価契約)2月分 218,700

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 試薬トレイ外9点の買入れ(単価契約)2月分 301,320

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 実験台用吸収シート外34点の買入れ(単価契約)2月分 169,862

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 実験台用吸収シート外34点の買入れ(単価契約)2月分 1,231

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 日本薬学会第138年会出席による旅費の支出（その１） 472,048

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 健康安全研究センター清掃業務委託の支出（2月分） 1,265,220

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 多風量HEPAフィルター外19点買入れ 1,868,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 イオンクロマトグラフの保守点検委託 1,178,172

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 UPS用バッテリー外交換工事 1,944,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 樹木剪定等業務委託 993,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ESCHERICHIA COLI外５０点の買入れ 880,761

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ESCHERICHIA COLI外５０点の買入れ 226,530
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ESCHERICHIA COLI外５０点の買入れ 189,918

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 ESCHERICHIA COLI外５０点の買入れ 42,120

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 固相抽出カートリッジ外15点の買入れ 1,214,676

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 固相抽出カートリッジ外15点の買入れ 27,118

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 抗体外３７点の買入れ 19,980

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 抗体外３７点の買入れ 849,744

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 抗体外３７点の買入れ 148,716

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 抗体外３７点の買入れ 394,761

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 特定酵素基質培地用比色管外２９点の買入れ 153,889

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 特定酵素基質培地用比色管外２９点の買入れ 28,836

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 特定酵素基質培地用比色管外２９点の買入れ 126,943

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 特定酵素基質培地用比色管外２９点の買入れ 1,003,849

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 結核予防･医療普及啓発用冊子｢結核２０１８｣の配送 140,972

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 核酸増幅検出キットの買入れ(単価契約)２月分 1,003,968

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出 62,068

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出 19,279

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ３月分  公共料金支払 3,814

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,814

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,710

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,418

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,610

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,387,139

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,705,875

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 別館中和処理設備保守点検委託料の支出（2月分） 75,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 日本経済新聞の買入れ 42,927

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 配線器具修繕 205,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 備品購入費 高速振動試料粉砕器の買入れ 874,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 非常照明回路外修繕 138,240

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 備品購入費 冷凍冷蔵庫の買入れ 466,776

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 真空定温乾燥器の買入れ 840,974

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都衛生検査所精度管理講習会資料の印刷 388,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 食物アレルギー緊急時対応マニュアル(改定版)の印刷 224,532

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 冷凍庫の買入れ 235,440

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 Ｘ線回折装置用データベースライセンスの買入れ 1,674,000
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 顕微鏡用デジタルカメラセットの買入れ 679,428

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 空調室外機修繕 108,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ｢ビル衛生管理の技術資料４７｣の印刷 136,080

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 遠心分離機の買入れ 440,424

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 プロジェクター等修繕 159,840

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について(平成29年度2月分） 133,924

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 特別旅費 定日旅費の支出について(平成29年度2月分） 10,701

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 定日旅費の支出について(平成29年度2月分） 258,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について(平成29年度2月分） 244,559

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について(平成29年度2月分） 116,566

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極飛行時間型質量分析計の借入れ 623,490

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 デジタルマイクロスコープの借入れ 159,256

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計(残留) 582,984

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(甘味料スクラロース分析用)の借入れ 253,152

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(医薬品研究科共用)の借入れ 269,460

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(水質検査用)の借入れ 239,112

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計外４点の借入れ 157,539

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計借入(その２) 30,996

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析計借入れ 74,520

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ検出器付)の借入れ 14,796

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ装置(ELSD検出器付)の借入れ 23,101

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析計借入れ 39,949

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計の借入れ 31,417

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(FID-NPD検出器付)外１点の借入れ 20,131

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(有機リン系農薬(測定)外1点借入れ 25,660

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(甘味料サイクラミン酸検査)借入れ 20,062

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(酸化防止剤ＥＤＴＡ検査用)借入れ 21,924

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ(食品苦情分析用)外1点の借入れ 19,494

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ(着色料スーダンの分析用)の借入れ 22,032

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計(栄養成分分析用)借入れ 20,325

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(荷電化粒子検出器付)の借入れ 25,876

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(緩衝溶離液用)の借入れ 20,131

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ(イオンペアー用)の借入れ 19,828

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 液体クロマトグラフ三連四重極型質量分析計の借入れ 49,604
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費
負担金補助及交付
金

「医薬品のﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」参加経費の支出 4,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 JIS規格及びISO/IEC規格等のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等購入経費 43,280

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 JIS規格及びISO/IEC規格等のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等購入経費 108

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

備品購入費 裁断機の買入れに伴う経費の支出 770,040

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 狂犬病ワクチン接種の経費支出について 39,290

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 研究職員の論文発表に係る雑誌掲載等経費の支出 6,790

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 研究職員の論文発表に係る雑誌掲載等経費の支出 30,122

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 平成29年度第2回環境保健衛生講習会に係る講師謝礼 25,052

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 試験・検査受付業務委託（2月分） 403,164

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 食の安全ＦＡＱサイトの保守委託(2月分) 14,580

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ＳＳＬサーバ証明書購入 167,184

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ＳＳＬサーバ証明書購入 432

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 特別旅費 第2回食品安全情報評価委員会に係る経費の支出 40,309

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 Web会議サービスの運用委託に係る経費の支出 85,714

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

報償費 倫理審査委員会委員の謝礼金の支出（H30.3.1開催分） 36,090

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 56,453

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 11,795

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

負担金補助及交付
金

平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 17,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 15,025

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 8,730

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 4,752

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 5,100

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 2,076

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 動物由来感染症ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査に係る郵便料金（3月分） 900

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 食の安全に係る海外情報検索システム保守委託 99,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 速記の委託（2月分） 27,216

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 速記の委託（2月分） 63,504

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 試料の購入 15,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 試料の購入 4,006

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

報償費 平成29年度技術懇話会に係る講師謝礼の支出 21,371

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 「結核2018」の送付に係る経費の支出 6,650

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 平成29年度第4回食の安全都民講座に係る経費の支出 23,760

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 平成29年度第4回食の安全都民講座に係る経費の支出 270

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 平成29年度第４回食品技術講習会に係る講師謝礼 41,663
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 報償費 平成29年度おくすり講座に係る経費の支出(講師謝礼) 21,371

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 イーサネット専用回線サービス料金の支出（2月分） 129,816

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 「日経テレコン21」の利用契約(2月分) 10,087

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 救急搬送ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽｼｽﾃﾑ保守点検委託（２月分） 142,560

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 放射線測定ﾃﾞｰﾀﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの提供委託（２月分） 356,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 文献複写の買い入れ（概算契約）（２月分） 21,079

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 文献複写の買い入れ（概算契約）（２月分） 1,512

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 文献複写の買い入れ（概算契約）（２月分） 23,900

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 文献複写の買い入れ（概算契約）に係る経費の支出 15,444

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 文献複写の買い入れ（概算契約）に係る経費の支出 1,080

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 文献複写の買い入れ（概算契約）に係る経費の支出 28,216

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 検体収集等貨物自動車雇上げ（小児科等定点）2月分 397,688

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 検体収集等貨物自動車の雇上げ（基幹定点）　2月分 313,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 日本薬学会第138年会への管外出張に伴う旅費の支出 51,730

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 病原体ﾚﾌｧﾚﾝｽ事業に係る後納郵便料金の支出(２月分） 6,630

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 病原体ﾚﾌｧﾚﾝｽ事業に係る後納郵便料金の支出(２月分） 49,570

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 病原体ﾚﾌｧﾚﾝｽ事業に係る後納郵便料金の支出(２月分） 6,140

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 英語論文の校閲に係る経費の支出 63,089

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 食品安全情報評価委員会のメールサービス(2月分) 486

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 Web会議インターネット接続プロバイダの利用経費支出 38,700

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

報償費 平成29年度第2回動物実験委員会に係る委員謝礼 12,030

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 論文の雑誌投稿掲載料等の支出について 30,832

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 食品検体等搬送業務委託（単価契約）の支出（２月分） 672,732

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 平成29年度東京都ビル衛生検査技術研修の講師謝礼 370

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 「食物ｱﾚﾙｷﾞｰ緊急時対応ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」の発送に係る経費 190,600

福祉保健局
健康安全研究セン
ター広域監視部

食品監視第二課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出について（３月分） 20,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター広域監視部

食品監視第二課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出について（３月分） 10,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター広域監視部

食品監視第二課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出について（３月分） 50,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター広域監視部

食品監視第二課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出について（３月分） 20,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター広域監視部

食品監視第二課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 都内流通食品の放射性物質検査経費の支出（３月分） 74,263

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 保護者向けリーフレットの印刷 259,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

児童福祉施設等措置費徴収金の過誤納還付（歳出還付） 46,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 臨床検査委託に係る経費の支出（１月分） 103,032

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 141,900
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 外部司会に係る謝金の支出 75,155

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 出前講座の実施に伴う講師謝金の支出 103,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費
負担金補助及交付
金

児童心理司中上級研修に係る経費の支出 740,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 27,746

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所給食等業務委託の経費支出　１月分 2,153,520

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談センター給食等業務委託の経費支出　１月分 5,564,376

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 ワークショップの実施に伴う講師謝金の支出 25,052

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 36,096

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 資金前渡（経常費・光熱水費）３月分 50,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 所外指導の実施に係る経費の支出（幼児班） 5,290

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 所外指導の実施に係る経費の支出（幼児班） 5,510

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所給食材料購入委託の支出　１月分 1,527,462

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 資金前渡・児童館（経常費・使用料及賃借料）３月分 2,520

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 資金前渡・児童館（経常費・役務費）３月分 18,562

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 資金前渡・児童館（少額支払案件・一般需用費）３月分 2,261

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 資金前渡（少額支払案件・一般需用費）３月分 136,355

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１月分） 16,170

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 141,900

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１月分） 141,804

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 資金前渡・西部（経常費・使用料及賃借料）３月分 9,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 資金前渡・西部（経常費・役務費）３月分 582

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 資金前渡・西部（少額支払案件・一般需用費）３月分 28,060

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 資金前渡（経常費・使用料及賃借料）３月分 13,710

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 出前講座の実施に伴う講師謝金の支出 93,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 郵券の購入について 94,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 資金前渡（経常費・一般需用費）３月分 205,806

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 資金前渡（経常費・役務費）３月分 74,652

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入に係る経費の支出（２月分） 15,984

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借に係る経費の支出（２月分） 59,508

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 献立情報システム用機器の賃借に係る支出（２月分） 22,140

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 造形療法展示会の実施に伴う経費の支出 15,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 「虐待を受けた子どもの心理診断の手引き」の印刷 106,920

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談ｾﾝﾀｰ乗用自動車運行委託(単価委託)１月分 1,174,392

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 蛍光灯外４点の買入れ 91,152
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１・２月分） 342,700

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１・２月分） 342,700

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１・２月分） 302,540

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談センター給食材料購入委託の支出１月分 3,349,932

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都子供家庭総合センター防火対象物点検委託 108,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（システム外・所長）２月分 569

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（権利擁護・システム外）２月分 2,297

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 第43回児童館交歓フェアプログラムの印刷 253,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 出前講座の実施に伴う講師謝金の支出 33,402

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（12～２月分） 715,520

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 60,168

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 中国語の翻訳 5,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れに係る経費の支出（２月分） 80,850

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れに係る経費の支出（２月分） 40,425

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所消防用設備保守点検等委託 48,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンド事例研究会に係る経費の支出 45,900

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 132,060

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 274,870

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 児童に係る経費の支出 9,720

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 通訳の委託に係る経費の支出（２月分） 16,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 家族再統合のための援助事業における報償費の支出２月 460,717

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出（２月分） 197,595

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 追録図書の購入 4,268

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童心理司研修の実施に伴う講師謝金の支出 64,111

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 ホームページ更新に伴うコンテンツ作成・修正　２月分 32,400

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 ＥＴＣ／ＪＣＢ法人カードの支払いについて 187,030

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費
負担金補助及交付
金

一時保護所研究セミナーに係る経費の支出 9,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出（２月分） 11,610

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 子供の権利擁護調査員の活動費の支出（１月分） 5,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 被虐待児への被害確認面接実施と逐語録作成　１月分 127,008

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 ペーパーハンガー外20点の買入れ 258,697

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 ペーパーハンガー外20点の買入れ 91,692

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 補水飲料外27点の買入れ 414,109

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 被服等の洗濯委託に係る経費の支出（２月分） 40,581
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 47,156

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 80

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 260

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 520

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 2,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 出前講座の実施に伴う講師謝金の支出 20,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 料金後納郵便（児童相談所調整担当）の支出（２月分） 68,549

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 東京都児童館活動実践集の印刷 299,268

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 歯科保健指導に係る経費の支出（西部）３月分 5,388

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 カッターマット外33点の買入れ 92,732

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児童用寝具の借入れに係る経費の支出（２月分） 396,662

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 36,096

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 27,746

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 2,040

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,160

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 被害確認面接フォローアップ研修に係る講師謝礼の支出 84,224

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 2,660

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,260

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 2,140

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,280

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,460

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 560

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,900

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 40

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,460

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 280

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 880

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,266

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 69,330

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター電気料金の支出（2月分） 2,313,025
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター電気料金の支出（2月分） 472,910

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター電気料金の支出（2月分） 612,261

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れに係る経費の支出（２月分） 52,764

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 治療指導課修了式の実施に伴う経費の支出 18,100

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 料金後納郵便（庶務担当）の支出（２月分） 203,660

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 運動靴外36点の買入れ 179,064

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 マスク外11点の買入れ 80,362

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 歯科保健指導に係る経費の支出（２月分） 10,775

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童心理司研修に係る講師謝礼の支出 24,064

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 40,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 ワークショップの実施に伴う講師謝金の支出 62,764

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 資金前渡・児童館（経常費・役務費）３月分② 31,480

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 97,162

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 60

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 440

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 780

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 540

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 60

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 2,620

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１～３月分） 368,154

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 89,460

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（３月分） 4,465

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 協力医師活動費の支出（１月分） 246,654

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,522

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医の選任に伴う報償費の支払について 72,005

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 248,280

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 43,332

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター水道料金支出（2～3月分） 1,280,388

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター水道料金支出（2～3月分） 281,850

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センター水道料金支出（2～3月分） 364,902

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 蛍光灯外2点の買入れ 48,384

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童館交歓フェアの舞台運営委託 869,400

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童館交歓フェアの企画運営委託 541,080

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 子供家庭総合ｾﾝﾀｰ庁舎清掃委託にかかる経費　２月分 1,515,240
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 子供家庭総合ｾﾝﾀｰ建物管理委託にかかる経費　２月分 3,477,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センターのガス料金支出（3月分） 1,026,594

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センターのガス料金支出（２月分） 219,128

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 光熱水費 東京都子供家庭総合センターのガス料金支出（2月分） 169,254

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談ｾﾝﾀｰ乗用自動車運行委託(単価委託)　２月分 1,162,728

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ボランティア保険に係る経費の支出 14,100

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,032

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,925

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 91,190

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 プロバイダ使用料（相談援助課会議システム）の支払 2,246

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（追給分） 1,020

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（３月分） 70,280

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 43,280

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 152,820

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 109,842

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 47,820

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 23,240

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 木工作あそび資料集外１点の印刷 372,708

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分） 33,627

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（２月分） 9,082

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分） 943,819

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（２月分） 6,428

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分） 230,381

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（２月分） 294,203

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 職員研修会の実施に伴う講師謝金の支出 27,746

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 医薬品の買入れに係る経費の支出（２月分） 19,147

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 児童用衣類の買入れ 161,524

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 検査用紙の買入れ 63,504

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１・２月分） 167,530

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（12～２月分） 202,940

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（１・２月分） 85,960

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 18,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（２月分） 11,064
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出（３月分） 140,560

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 報償費 メッセージダイヤルボランティア活動費の支出　３月分 6,120

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンド活動費の支出（２月分） 12,240

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 西部一時保護所内洗濯等業務委託の支払い２月分 351,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童福祉施設等措置費徴収金関連事務委託２月分 299,700

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所庁舎清掃にかかる支出２月分 131,760

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 子供家庭総合センター昇降機保守委託２月分 345,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所庁舎警備業務委託２月分 37,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所給食等業務委託の経費支出２月分 2,153,520

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談センター給食等業務委託の経費支出２月分 5,025,888

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 協力弁護士活動費の支出（１月分） 1,241,277

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所給食材料購入委託の支出２月分 1,513,347

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ボランティア保険の加入及び経費の支出 1,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 古紙リサイクルにかかる支出１月分 30,618

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年1～2月分） 66,080

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年12月分） 60,104

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 複数少額案件に係る前渡金（光熱水費）3月分 5,000

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 複数少額案件に係る前渡金（使用料及賃借料）3月分 50,000

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複数少額案件に係る前渡金（一般需用費）3月分 120,000

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 複数少額案件に係る前渡金（役務費）3月分 100,000

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ボランティア保険料の支出 300

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,163

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待カウンセリング強化事業経費の継続支出2月分 51,910

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待カウンセリング強化事業経費の継続支出２月分 80,749

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンド活動費の継続支出（30年2月分） 12,240

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 平成29年度　東京都北児童相談所建物管理委託 117,288

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物保守委託 11,232

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 古紙等の収集運搬の継続支出（平成30年2月分） 1,080

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託の継続支出（2月分） 3,397

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託の継続支出（2月分） 2,970

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託の継続支出（2月分） 3,672

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託の継続支出（2月分） 3,564

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベーター保守点検委託 37,800

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 複数少額案件に係る前渡金（使用料及賃借料）3月の２ 50,000

277 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続支出（30年2月分） 15,359

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 案内板撤去費用の支出 49,680

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 消防設備修繕工事 191,160

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 消化器の購入 137,700

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 消化器の購入 24,840

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費の支出（臨時職員2月分） 5,755

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 187,131

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 警備委託 24,516

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都北児童相談所トイレ改修工事 2,163,240

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 公共料金（電気料金）の継続支出（平成30年2月分） 127,790

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費の支出（2月分） 329,379

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費の支出（2月分） 70,701

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（2月分） 4,178

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 郵券の購入 96,800

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複数少額案件に係る前渡金（一般需用費）3月分の２ 30,000

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（30年2月分） 29,300

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ボランティア保険料の支出 1,500

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（平成30年3月分） 34,500

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年7～8月差額分） 240

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年4月差額分） 400

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年11～12月） 107,885

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年11～12月差額分） 260

福祉保健局 北児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（29年4月差額分） 800

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 品川児童相談所電話回線変更工事 120,420

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払 79,397

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ごみ処理券の購入 34,200

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 郵券の購入 17,000

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 常時必要とする資金（駐車場代）３月分の支出 15,600

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 82,994

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都品川児童相談所建物管理委託契約 166,860

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借（長期継続契約） 25,380

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報償の支払い（２月分） 54,004

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待カウンセリング強化事業経費の支出（２月分） 74,795

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 ふれあい心の友派遣事業に伴う経費の支出（２月分） 24,480
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福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支払２月分 32,914

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 児童移送に伴う旅費の支出 17,090

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 平成２９年度　庁舎警備委託契約 24,840

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 児童移送に伴う旅費の支出 56,138

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費（平成30年2月分）の支出 156,005

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成30年2月分）の支出 3,188

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（平成30年2月分）の支出 72,934

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成30年2月分）の支出 270,639

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払 45,423

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,171

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 保育委託料の支出 37,200

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 275,969

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ボランティア保険加入料の支出 900

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 チッケトによるタクシー料金の支出　２月分 54,241

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,016

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 乗用自動車ガソリン代に係る資金前渡（３月分） 100,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額案件に係る資金前渡（一般需用費）（３月分） 200,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額案件に係る資金前渡（役務費）（３月分） 40,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 少額案件に係る資金前渡（使用料及賃借料）（３月分） 50,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額案件に係る資金前渡（一般需用費）（分室）３月分 230,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額案件に係る資金前渡（役務費）（分室）3月分 1,300

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児童移送に係る資金前渡（分室）3月分 7,300

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の自動車保険加入に要する経費の支出 9,030

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 虐待カウンセリング事業に係る報償費支出（２月分） 51,959

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報償費の継続支出（2月分） 54,004

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 歯科保健指導に係る報償費支出（２月分） 17,449

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係るタクシー料金（１月分） 39,355

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,154

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 郵券の買入に要する経費の支出及び精算 70,820

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託経費（２月分） 10,692

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車賃貸借契約に係る経費（２月分） 20,160

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車賃貸借契約に係る経費（２月分） 24,624

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（分室）（２月分） 14,796
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福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 一時保護所寝具の借入経費（本所）（２月分） 47,817

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 細菌培養検査委託（単価契約）経費（本所）（２月分） 944

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 細菌培養検査委託（単価契約）経費（分室）（２月分） 5,664

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 一時保護所（南分室）寝具の借入経費（２月分） 44,452

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所警備委託（長期）（分室）（２月分） 15,012

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費
負担金補助及交付
金

全国児童相談所一時保護所セミナー参加費 3,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費（本所）２月分 23,350

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備に要する経費 39,312

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の車検整備に要する経費 36,730

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 庁有車の車検整備に要する経費 6,600

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所（南分室）建物管理委託経費（２月分） 491,454

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託（本所）（２月分） 3,747

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（本所）（２月分） 12,223

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（本所）（２月分） 442

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（本所）（２月分） 2,214

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託（分室）（２月分） 6,934

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（分室）（２月分） 24,775

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（分室）（２月分） 194

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（分室）（２月分） 972

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 衣類購入に要する経費の支出及び精算　南分室・3月分 79,760

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に要する経費の支出について 57,832

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 101,793

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 288,726

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 74,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 里親サロン開催にともなう保育料の支出 22,400

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 児童の衣類購入に要する経費（本所）３月分 67,500

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 平成29年度　第一種郵便物料金後納の支出（２月分） 57,508

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所警備委託（長期）（本所）（２月分） 12,744

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 幼児用シーツほかの買入れ 72,900

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に関する経費（分室）２月分 20,757

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 未成年後見人傷害保険・賠償責任保険加入にかかる経費 22,800

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 215,291

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 電気料金の支払（本所）（２月分） 142,326
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福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の修理にかかる経費の支出 187,045

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に要する経費の支出について 281,120

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所給食等業務委託経費（本所）（２月分） 1,134,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所給食等業務委託経費（分室）（２月分） 1,270,080

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食材料買入れ委託経費（本所）（２月分） 597,753

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食材料買入れ委託経費（分室）（２月分） 853,323

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 実務者連絡会開催に係る経費の支出及び精算 782

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に要する経費の支出について 161,070

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託取扱い改正にともなう経費の追加支出 5,820

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 立川児童相談所（本所）建物管理委託（２月分） 380,256

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 電動自転車用バッテリーの買入れ 89,640

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,137

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 レターケースほか１点の買入れ 129,513

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンドの謝礼金支出（２月分） 24,480

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係るタクシー料金（２月分） 24,011

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 一時保護所窓ガラス修理に要する経費の支出及び精算 48,000

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 未成年後見人支援事業（報酬助成事業）経費 215,496

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 238,654

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の支払い 60,240

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の支払い 92,100

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の支払い 240

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の支払い 284,910

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待カウンセリング強化事業実施に伴う経費 92,286

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(一般需用費) 23,150

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(役務費) 15,686

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡(使用料及び賃借料) 13,370

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,844

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベーター設備定期点検保守委託年間継続支払 51,300

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都杉並児童相談所警備委託 30,240

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の継続検査に要する経費の支出 85,641

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の継続検査に要する経費の支出 25,070

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 庁有車の継続検査に要する経費の支出 5,000

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都杉並児童相談所建物管理委託 102,600
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福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費の支出(平成30年2月分) 1,416

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出(平成30年2月分) 308

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 173,260

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 70,275

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支払い 32,530

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 150,600

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ごみ処理券の購入 41,800

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守業務委託年間継続支払 13,800

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 備品購入費 心理検査用具の購入 162,000

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 88,535

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 41,908

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 6,825

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について 128,032

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 ふれあい心の友派遣事業の謝礼の支出 3,060

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費の支出(平成30年2月分) 374,390

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出(平成30年2月分) 29,449

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,660

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 医学的診断室改修工事 289,440

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 ヘッドセットの購入 59,400

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 子ども虐待の予防とケアのすべて追録の買入れ 4,268

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 ベビーベッド外２点の購入 42,228

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 312,580

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 保管庫の購入 137,592

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 養育家庭のためのボランティア保険加入に係る経費支出 900

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 図書の購入 35,435

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 42,020

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 総合相談室改修工事 1,036,800

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の単価改正に伴う差額の支払い 3,760

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 29チケットによるタクシー料金の支出（1月分） 58,281

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 臨時職員の旅費支出(児童虐待防止対策強化事業)2月分 5,220

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 29少額支払案件(一般需用費）支出精算　3月分 86,553

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 29少額支払案件（役務費）支出及び精算　3月分 14,512

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 29タクシー利用料金　3月分 10,240

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ２９ガソリン購入の支出精算　3月分 2,426
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福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借　２月分 20,160

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ほっと交流会（学習会）保育者の提供委託 26,800

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 雑誌類の買い入れの支払（概算契約）2月分 4,808

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 29児童虐待カウンセリング強化事業の支出　２月分 51,959

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報酬の支出　２月分 54,004

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 通訳の委託（中国語） 12,000

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンド派遣実施及び活動費の支払　２月分 24,480

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 セカンドステップ教材購入に係る経費の支出 24,840

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 セカンドステップ教材購入に係る経費の支出 80

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 デスクマット外3点の買い入れ 91,616

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 児童の一時保護委託費支払（平成29年11月～2月分） 376,819

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支払（単価契約）２月分 40,766

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 児童の一時保護委託費支払い（平成29年11,12月分） 772,120

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 ほっと交流会に係るマジックショーの謝礼金支出 6,000

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,581

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 未成年後見人及び被後見人に係る損害賠償保険料支出 91,632

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 児童の一時保護委託費支払（平成30年1月～2月分） 420,646

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 養育家庭ボランティア保険加入に要する経費の支出精算 3,000

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費等の支出（平成30年3月確認分） 3,380

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費等の支出（平成30年3月確認分） 418,752

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 普通旅費等の支出（平成30年3月確認分） 70,406

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 29チケットによるタクシー料金の支出(2月分) 117,600

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備実施経費の支出及び精算 68,785

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の車検整備実施経費の支出及び精算 26,930

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 庁有車の車検整備実施経費の支出及び精算 32,800

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 春季レクリエーションの支出及び精算 15,440

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 八王子児童相談所給食材料買入委託(概算契約)1月分 1,174,677

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 給水ポンプ取替工事 808,445

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 124,815

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ガソリン買入経費の支出及び精算3月分 59,540

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の支出及び精算3月分 131,771

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額支払案件（役務費）の支出及び精算3月分 39,672

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 電気温水器取替工事 159,052

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー料金1月分 14,473
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福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 10,560

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託2月分 991

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託2月分 2,916

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託2月分 5,365

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託2月分 8,165

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 歯科保健指導実施に伴う報償費の支出　2月分 11,633

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医の報償費　2月分 54,004

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 350,949

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守業務委託2月分 11,880

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 ねずみ及び害虫駆除委託2月分 13,500

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベーター設備定期点検保守業務委託2月分 52,650

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車（1号車）の賃貸借2月分 21,000

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都八王子児童相談所建物管理委託2月分 224,910

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自動ドア設備定期点検保守業務委託2月分 45,900

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待カウンセリング強化事業報償費　２月分 62,816

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 433,176

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンド活動費2月分 12,240

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車（２号車）の賃貸借２月分 22,248

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 36,480

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 細菌培養検査業務委託2月分 9,720

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出（単価契約）２月分 37,272

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（差額分） 2,040

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 67,760

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 202,140

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 160,640

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出(差額分） 380

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 備品購入費 シュレッダーの買入 248,400

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 一時保護児童の衣類の支出及び精算3月分 50,000

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 66,471

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 303,880

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 装具費の支出及び精算 31,754

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 141,056

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 後納郵便の支出２月分 87,903

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 71,596
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福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 12,908

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 67,072

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 備品購入費 給湯器の買入 245,000

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都八王子児童相談所給食等業務委託2月分 1,839,254

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 未成年後見人保険加入経費の支出及び精算 57,432

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 育家庭交流会（里親サロン）実施経費の支出及び精算 17,016

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ボランティア保険加入経費の支出及び精算 900

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,916

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 八王子児童相談所給食材料買入委託(概算契約)2月分 1,181,033

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の支出及び精算3月分その2 220,088

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（差額分） 28,650

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出（差額分） 40

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,334

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 329,354

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額支払案件（役務費）の支出及び精算３月分その２ 42,970

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 448,394

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年2月分) 195,200

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー料金２月分 42,712

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 5,410

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 12,908

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の支出及び精算3月分その3 78,982

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 398,053

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 文房具等の買入れ 270,061

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー供給契約12-1月分 30,257

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 貸与被服（白作業服（上）外１点）の買入れ 33,112

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 常時必要とする経費の資金前渡及精算3月分 9,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 常時必要とする経費の資金前渡及精算3月分 10,600

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 常時必要とする経費の資金前渡及精算3月分 41,646

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 常時必要とする経費の資金前渡及精算　３月分 529,278

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 42,330

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の継続検査に係る経費の資金前渡及精算 1,100

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の継続検査に係る経費の資金前渡及精算 32,070

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 庁有車の継続検査に係る経費の資金前渡及精算 6,600

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 402,328
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福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 392,187

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 平成29年度虐待ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事業謝礼金の支出（2月分） 48,128

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 平成29年度歯科保健指導謝礼金の支出（2月分） 10,776

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医に係る報償費の支出（2月分） 54,004

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 2,960

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費
負担金補助及交付
金

全国児童相談所一時保護所研究セミナー参加費の支出 6,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,460,448

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 貸与被服（体育服（上）外１点）の買入れ 120,268

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 927,362

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 153,430

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 14,340

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 3,600

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 4,820

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託2月分 12,960

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 1,940

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 133,147

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借契約2月分 23,976

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 小荷物専用昇降機設備保守委託２月分 8,316

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 保護所内洗濯業務委託２月分 30,618

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 1,660

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 古紙収集運搬再生委託（単価契約）２月分 928

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約　２月分 23,870

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）2月分 10,108

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）2月分 9,300

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）2月分 1,674

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）2月分 5,643

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 寝具の借入れ（単価契約）2月分 86,702

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 検便検査委託（単価契約）２月分 15,120

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 234,950

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,914

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,849

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,755
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福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 製麺類の買入れに要する経費の支出　2月分 23,058

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 牛乳類の買入れに要する経費の支出　2月分 69,774

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 パン類の買入れに要する経費の支出　2月分 59,675

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 野菜・豆腐類の買入れに要する経費の支出　2月分 403,168

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 米類の買入れに要する経費の支出　2月分 72,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 魚介類の買入れに要する経費の支出　2月分 243,054

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 肉類の買入れに要する経費の支出　2月分 253,619

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 菓子・乾物類の買入れに要する経費の支出　　2月分 411,012

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る経費の支出 365,182

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 郵券購入に係る費用の資金前渡及精算 100,750

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成３０年３月確認分） 603,387

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成３０年３月確認分） 63,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成３０年３月確認分） 9

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物管理委託2月分 207,360

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー供給契約２月分 48,953

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 調理用品の買入れ 241,896

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 150

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 少額支払案件に要する経費（光熱水費）:3月分 8,064

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 少額支払案件に要する経費（使用料及賃借料）：3月分 1,000

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に要する経費（一般需用費）3月分 63,590

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都多摩児童相談所庁舎清掃委託:２月分 86,940

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都多摩児童相談所警備委託:２月分 24,840

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借契約:２月分 20,160

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 76,996

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 平成29年度メンタルフレンド活動費の支出(2月分) 9,180

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 平成29年度精神科医師への報償費の支払い(2月） 64,948

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 29,504

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支出:1月分 70,188

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 30,120

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 11,064

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約:2月分 17,391

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 540

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 9,570
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福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 191,355

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 332,460

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,727

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 300

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 80

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 4,020

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 120

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 120

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 900

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 317,235

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 照明器具更新工事監理業務委託 291,600

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 文書溶解処分委託（単価契約） 37,800

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 文書溶解処分委託（単価契約） 36,936

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,249

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 76,187

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 30,270

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物点検保守委託に関する経費の支出 13,500

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベーター保守点検業務委託 46,440

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都世田谷児童相談所建物管理委託にかかる経費支出 116,964

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物警備委託 15,120

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットの支出（平成３０年１月） 79,779

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 少額支払案件にかかる経費の支出（光熱水費） 11,240

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 メンタルフレンドの活動費の支出について（２月分） 27,540

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件にかかる経費の支出（一般需用費） 27,900

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 少額支払案件にかかる経費の支出（役務費） 57,300

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 少額支払案件にかかる経費の支出（使用料及賃借料） 13,020

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて　３０年１月分 90,151

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 郵券の購入（第９回） 31,600

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年1，2月分 138,840

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベーター保守点検業務委託 46,440

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都世田谷児童相談所建物管理委託にかかる経費支出 95,580

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年2月分 52,972

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費システム適用外職員の旅費支給 7,704

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物警備委託 15,120
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福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 自家用電気工作物点検保守委託に関する経費の支出 13,500

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 保育業務委託 6,020

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年1月分 381,420

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年1月分 94,016

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借 26,784

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年2月分 91,700

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（超過部分）（単価契約） 20,969

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 170,954

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備業務委託 125,550

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 庁有車の車検整備業務委託 25,070

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 庁有車の車検整備業務委託 6,600

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて（３０年２月分） 91,010

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費差額分の支払い　２９年４,７,８月分 2,130

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて　３０年２月分 52,972

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて　３０年２月分 77,836

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,559

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,168

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 片袖机の購入 238,896

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の旅費（平成３０年２月分） 5,282

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 職員の旅費（平成３０年２月分） 309,129

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 職員の旅費（平成３０年２月分） 46,285

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットの支出（平成３０年２月） 128,767

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 未成年後見人支援事業（報酬助成事業）に係る支出 215,496

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物管理委託に係る経費の支出　1月分 820,800

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第454号決定分） 32,855

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支出(1月分) 68,069

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食等業務委託に係る経費の支出について　1月分 1,975,320

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食食材買入れ委託に係る経費の支出　1月分 1,362,034

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 漂白剤外22点の購入 289,407

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 排水管高圧洗浄清掃委託 289,440

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第367号決定分） 175,038

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児童用寝具の借入れ（単価契約）　１月分 49,566

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 Ｈ29東京都江東児童相談所洗濯委託（単価契約）1月分 43,416
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福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金（ガソリン代）の準備（３月分） 41,717

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 保育業務委託　その５ 26,800

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の準備　3月分 139,436

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医報償費の継続支出 54,004

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 29虐待カウンセリング強化医員報酬(報償費)の継続支出 42,741

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 一時保護所における歯科保健指導に係る経費の継続支出 8,082

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る経費の支出　１月分 56,246

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(役務費３月分) 32,592

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 平成29年度3月所外行事の実施に係る経費の支出 54,400

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 平成29年度3月所外行事の実施に係る経費の支出 12,000

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 平成29年度3月所外行事の実施に係る経費の支出 58,600

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 面接等音声データテキスト化業務委託(単価契約)2月分 15,120

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 29,322

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 中水槽等清掃委託 228,333

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 中水槽等清掃委託 64,800

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 電話交換設備保守点検業務委託に係る経費の支出2月分 76,680

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費
負担金補助及交付
金

全国一時保護所研究セミナー2017参加費の資金前渡 5,000

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物管理委託に係る経費の支出　２月分 545,400

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 会議用テーブル外4点の購入 925,268

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 建物警備委託に係る経費の支出　2月分 32,184

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の賃貸借（長期継続契約）2月分 24,084

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 エレベータ保守点検委託に係る経費の支出　2月分 48,600

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 玄関用マットの借り入れに係る経費の支出　2月分 4,752

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一時保護所洗濯業務委託に係る経費の支出　2月分 353,212

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(平成29年度)(長期継続契約)2月分 26,028

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 21,310

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第439号決定分） 29,000

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第391号決定分） 203,986

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第443号決定分） 590,860

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 Ｈ29東京都江東児童相談所洗濯委託（単価契約）2月分 47,952

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 児童用寝具の借入れ（単価契約）2月分 47,201

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）1月分 5,212

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）1月分 3,255

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約）1月分 1,350
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福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約）1月分 4,455

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（28江児相第5-87号決定分） 232,875

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 5,756

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 2,712

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約）２月分 1,296

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約）２月分 4,347

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 空調フィルターの購入 370,116

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食等業務委託に係る経費の支出について　２月分 1,784,160

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 後納郵便物の支払（平成30年2月分） 107,334

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 書籍の購入　その２ 138,834

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 日記帳外43点の購入 202,443

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 検便検査委託(単価契約)に要する経費(平成30年2月分) 32,400

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825,625

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 備品購入費 全自動洗濯機の購入 254,880

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 772,294

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 給食食材買入れ委託に係る経費の支出　2月分 1,456,065

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第402号決定分） 240,720

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 14,118

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 186,925

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 534,940

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 72,288

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,393

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,624

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 217,410

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 所庭目隠しネット・多目的ホール防球ネット貼り 972,000

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支出(2月分) 83,813

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第417,451号決定分） 356,160

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第485号決定分） 26,340

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 未成年後見人補償制度に係る保険料の支払について 57,432

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 平成30年度養育家庭ボランティア保険年間保険料の支出 2,700

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第470号決定分） 16,808

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 未成年後見人支援事業実施による報酬助成 369,935

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 未成年後見人支援事業実施による報酬助成 407,288

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（３月分） 120,000
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福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 100,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件（３月分） 20,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 少額支払案件（３月分） 15,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 5,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 5,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 8,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 5,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 10,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 10,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 10,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 25,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 10,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 10,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 ドナー登録検体送付用経費（３月分） 2,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 平成29年度「地域エイズ連携会議」　謝礼の支出 12,030

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 課題別「高齢者のフレイル対策」事業研修会　謝礼 24,064

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 タクシー券によるタクシー利用料の支払い（1月分） 4,282

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 タクシー券によるタクシー利用料の支払い（1月分） 5,474

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 庁有車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの装着に伴う経費の支出について 121,100

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（秋川地域センター分）（３月分） 8,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医の謝礼の支出（２月分） 54,004

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 摂食嚥下機能支援事例検討会　謝礼の支出 45,431

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 障害者施設歯科保健研修会・連絡会　謝礼の支出 30,671

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 西多摩地域保健医療協議会「生活衛生部会」謝礼の支出 95,875

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 「地域医療システム化推進部会」謝礼の支出 106,248

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,238

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 「健康西多摩21‐ほけんじょだより‐」の印刷 108,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 大気汚染障害者認定審査会　委員の旅費の支出(2月分) 1,072

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 感染症の診査に関する協議会　委員旅費の支出(2月分） 5,952

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ＥＴＣカード（有料道路利用料金）の支払い（１月分） 13,830

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 浮遊粉じん計測定機器の点検・校正委託 70,500

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 平成30年度第4回栄養管理講習会　会場使用料の支出 11,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 西多摩保健所難病対策地域協議会　謝礼の支出 156,390

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 難病患者療養支援事業に係る委託料の支出（２月分） 16,500

292 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療機器貸与事業に係る訪問看護委託料（２月分） 93,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 第２回西多摩地域食育推進連携会議　謝礼の支出 26,758

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物の取集運搬・処分委託（２月分） 5,022

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 産業廃棄物の取集運搬・処分委託（２月分） 6,276

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 運行管理業務委託（単価契約）（２月分） 474,012

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 西多摩保健所検体搬送業務委託（２月分） 24,300

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 1,128

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 4,777

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 1,539

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 3,036

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 1,406

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 2,052

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 1,330

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について（２月分） 1,473

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 15,660

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 西多摩保健所空調設備等定期点検保守委託（２月分） 219,240

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 西多摩保健所庁舎清掃委託（２月分） 108,756

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁舎警備業務委託（２月分） 13,500

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2月分） 42,398

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 「自主管理点検票」等の送付に伴う経費の支出 42,048

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 「生活衛生部会」外1件の議事速記委託料の支出 74,520

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線一般撮影システムの定期点検保守委託（２月分） 51,840

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 樹木管理委託（下半期分） 124,153

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 82

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 63,906

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 164

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 5,946

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 92

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 566

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 7,222

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 10,214

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 2,746

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 11,522

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 14,354
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福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝの買入れ及び経費の支出 86,768

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 第11回特定給食施設栄養管理講習会　謝礼の支出 24,064

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 190,188

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,883

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,555

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,814

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,894

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,184

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,971

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 265,420

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 97,627

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 2,592

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 9,072

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 164,287

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 3,175

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 ボックスファイル外２７点の買入れ 956

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 アルコール消毒綿外7点の買入れ 170,424

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 結核予防対策事業（コホート検討会）謝礼の支出 13,000

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 課題別「在宅高齢者の結核」第3回事業検討会　謝礼 10,600

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 4,006

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 22,263

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 2,490

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 2,731

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 10,306

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 14,023

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 14,191

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 1,328

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 特別旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 200

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 35,062

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 4,118

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 2,622

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年2月分） 604

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成29年度地域精神保健福祉連絡協議会　謝礼の支出 74,200

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 法規追録の買入れ 10,175
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福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 法規追録の買入れ 22,680

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 階段室壁面の修繕 289,440

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシー券によるタクシー利用料の支払い（2月分） 29,037

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 タクシー券によるタクシー利用料の支払い（2月分） 7,927

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 庁有車ナンバープレートの装着代行 109,080

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（２月分） 202,912

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備及び12か月点検ほか 152,577

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 庁有車の車検整備及び12か月点検ほか 48,300

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 136,188

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 10,947

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 5,435

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 23,220

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 1,780

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 6,372

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 レジ用サーマルロールほか44点の購入 2,916

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフトほかの買入れ 67,926

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフトほかの買入れ 40,824

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフトほかの買入れ 14,429

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフトほかの買入れ 54,194

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 再生トナーカートリッジほかの買入れ 193,104

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット（1月分）の支出について 12,220

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 タクシーチケット（1月分）の支出について 3,110

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 タクシーチケット（1月分）の支出について 23,253

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 粉じん計の較正委託 94,000

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 「けんこう情報みなみたま」№３の印刷 256,078

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 庁有車用燃料に係る前渡金の支出（3月分） 42,204

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 6,760

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,560

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 エレベーター定期点検保守委託　２月分 32,400

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託　２月分 21,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 多摩テレビの定期視聴　　２月分 1,512

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 17,380

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 84

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 858
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福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 1,209

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 974

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 一般廃棄物処理及び産業廃棄物収集運搬委託　２月分 1,506

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 一般廃棄物処理及び産業廃棄物収集運搬委託　２月分 3,255

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁有車の運行管理業務委託(単価契約）２月分 250,182

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 検体等搬送業務委託　　２月分 6,696

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 検体等搬送業務委託　　２月分 20,088

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 5,000

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 非常勤（大気汚染審査会）の特別旅費（２月分） 2,610

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 ２９非常勤（感染症協議会）の特別旅費（２月分） 7,724

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ＥＴＣ利用料の支払い（１月分） 12,670

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 摂食嚥下機能障害者食形態の情報共有検討会報償費支払 31,800

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 南多摩保健医療協議会健康安全部会に係る報償費支払 95,875

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医に対する謝礼金の支払い（２月分） 54,004

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 難病患者在宅療養検討会（第２回）報償費支払い 18,497

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 一酸化炭素・二酸化炭素測定器の点検修理 71,064

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 南多摩保健所難病対策協議会の開催に係る報償費支払 66,617

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 南多摩地域保健医療協議会地域医療地域包括ケア報償費 175,561

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 2,614

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 4,226

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 200

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 1,836

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 12,532

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 5,460

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 2,120

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 100,202

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年２月分） 14,930

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線一般撮影システムの保守点検委託　２月分 73,721

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都南多摩保健所庁舎清掃委託　２　　２月分 398,628

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都南多摩保健所警備業務委託　２月分 14,040

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 訪問看護委託（２月分） 65,100

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 訪問相談指導委託（２月分） 33,000

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）　２月分 18,696

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約　２月分 29,052
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福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 25,051

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 1,404

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 1,980

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 990

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 2,224

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 2,540

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 888

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 13,052

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 43,833

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 後納郵便料金に係る前渡金の支出（２月分） 15,078

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 食育シンポジウム及び特定給食施設講習会の報償費支払 67,588

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 アルコールタオルほか24点の買い入れ 3,240

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 アルコールタオルほか24点の買い入れ 80,254

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 アルコールタオルほか24点の買い入れ 16,740

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アルコールタオルほか24点の買い入れ 56,808

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 南多摩地域保健医療協議会健康づくり部会報償費支出 162,280

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 南多摩保健所受水槽目地防水塗装ほか工事 723,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 南多摩地域保健医療協議会等速記委託（単価契約） 117,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 南多摩地域保健医療協議会等速記委託（単価契約） 28,000

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,517

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,902

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 郵券の購入について 25,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都南多摩保健所雨水管清掃洗浄委託 88,560

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 防災用品の買入れ 15,932

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 難病患者在宅療養支援計画検討会（第３回）報償費支払 18,497

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 本館講堂音響設備更新 185,509

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 本館講堂音響設備更新 183,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 本館講堂音響設備更新 84,491

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 37,242

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 9,324

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 再生カラートナーカートリッジの買入れ 11,772

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,678

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 使用料及賃借料 タクシーチケット（2月分）の支出について 1,282

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 工事に伴う警備設備の撤去及び再設置 194,400

297 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 空調設備等工事に伴う警備設備の再設置 91,800

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉事業事例検討会（第２回）報償費支払い 23,700

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 フラットファイルＡ３Ｅほか２２点の購入 42,479

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 フラットファイルＡ３Ｅほか２２点の購入 62,823

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 フラットファイルＡ３Ｅほか２２点の購入 18,473

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 フラットファイルＡ３Ｅほか２２点の購入 12,197

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ゴム印の作成 19,008

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 家族のためのＳＳＴ学習会実施に係る報償費の支出 37,443

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 62,585

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 398,483

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 庁有車の法定点検整備 12,393

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外2点の買入れ 140,400

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 少額支払案件に伴う資金前渡（３月分） 18,150

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に係る経費（３月分） 69,326

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れに係る経費の支出 7,560

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に伴う資金前渡（３月分） 100,000

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件に伴う資金前渡（３月分） 3,890

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に伴う資金前渡（３月分） 13,033

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に伴う資金前渡（３月分） 12,240

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料（1月分） 32,872

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 事業系一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費 2,436

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 事業系一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費 7,520

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）に係る経費 1,037

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）に係る経費 4,147

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 検体等搬送業務委託（単価契約）に係る経費の支出 13,392

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 速記の委託（単価契約） 55,080

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 多摩立川保健所庁有車運行管理業務等委託に係る経費 231,120

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都多摩立川保健所等庁舎清掃業務委託 210,060

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都多摩立川保健所等警備業務委託に係る経費の支出 55,080

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 地域医療システム化推進部会　委員謝礼 173,072

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 北多摩西部地域保健医療協議会生活衛生部会　委員謝礼 95,875

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 摂食嚥下機能支援事例検討会（第２回）　委員報酬 36,090

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 感染性廃棄物処分委託（単価契約）に係る経費の支出 2,160

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 感染性廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費 6,480
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福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（2月分） 479,977

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 感染性廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費 2,160

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 結核コホート検討会　委員謝礼 77,330

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 154,504

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード分)に係る経費の支出　1月分 14,210

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 大気汚染障害者認定審査会委員 旅費　2月分 1,478

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 感染症の診査に関する協議会 委員の旅費　2月分 7,768

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 課題別プラン「保健師育成）第２回検討会　講師謝金 24,064

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 難病患者療育支援事業 計画策定・評価会議　講師謝金 18,497

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）に係る経費 9,968

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）に係る経費 17,810

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 健康づくり調理師研修会　講師謝金 42,741

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 精神保健福祉事業「薬物事例検討会」旅費 957

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 特別旅費 新任期保健師育成支援事業に係る賃金の支出 432

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 レジオネラ対策講習会　講師謝金 35,700

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 報償費 栄養管理講習会（第11回）　講師謝金 24,064

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）に係る経費の支出 27,610

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 郵券の購入について 31,800

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 ビル衛生管理に係る環境調査委託 39,744

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線画像表示システムの保守点検等委託に係る経費 58,320

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 6,556

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 9,978

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療機器貸与事業訪問看護委託料（2月分） 55,800

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 在宅難病患者リハビリ訪問相談委託料（2月分） 16,500

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 平成29年6月及び7月分旅費の追給について 1,988

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 13,111

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 1,897

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 4,732

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 17,245

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 23,324

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 28,292

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 8,532

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 2,418

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 109,580
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福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月確認分） 9,122

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 10,000

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 5,000

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,367

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 18,810

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 1,066

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 280

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 2,230

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 10,293

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 2,062

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 7,212

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 6,379

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 1,867

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 3,850

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 54,214

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 郵便物の料金後納払い（2月分） 17,184

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の追給について 200

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,619

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,496

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 歯科保健担当者研修会　講師謝金 18,048

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 市町村支援研修 新任期保健師研修　講師謝金 36,096

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 患者の声相談窓口用パソコンプロバイダー使用料 2月分 1,350

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉事業　困難事例検討会（第２回）謝金 11,850

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 郵券の購入 15,500

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 郵券の購入 24,650

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料（２月分） 22,715

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料（２月分） 3,646

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 難病患者療育支援事業 計画策定・評価会議　講師謝金 18,497

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 粉じん計の較正委託 94,000

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 北多摩西部保健医療圏 難病対策地域協議会　委員謝礼 77,150

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に係る経費　３月分 120,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 「退院後の地域ＤＯＴＳ」に係る経費 12,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 駐車場利用に係る経費　３月分 50,000
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福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 80,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費　３月分 10,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 武蔵野三鷹地域センター建物清掃業務委託(1月分) 113,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎建物清掃業務委託料(1月分) 464,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 387,499

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 安全衛生委員会委員（産業医）の報酬　2月分 63,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料金　１月分 17,174

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 140,485

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 平成29年度難病対策地域協議会旅費の支出（2月分） 412

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 歯科質問票指導用マニュアルの印刷 162,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 インターネット接続契約の支払(２月分) 6,480

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 昇降機設備保守点検委託(合同庁舎・2月分） 145,800

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 自家用電気工作物保守点検委託(センター・2月分) 17,604

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 自家用電気工作物保守点検委託(合同庁舎・2月分) 30,996

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 大気汚染障害者認定審査会委員の旅費　2月分 1,356

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 感染症の審査に関する協議会委員の旅費　2月分 6,316

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ETCカード使用に伴う経費（有料道路利用料金）2月分 7,350

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 郵券の購入について 22,430

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵券の購入について 12,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 郵券の購入について 12,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 電気料金の支払(センター・2月分) 185,567

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁有車運行管理業務等委託に係る支払(2月分) 437,076

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 精神保健福祉相談・事例検討会実施に伴う旅費 597

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉相談・事例検討会実施に伴う謝金 14,906

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 一般廃棄物の収集運搬及び処分委託に係る支払(2月分) 6,300

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 一般廃棄物の収集運搬及び処分委託に係る支払(2月分) 23,004

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎環境衛生業務委託（2月分） 236,520
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福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 使用料及手数料収納業務等委託に係る支払い（2月分） 267,300

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 健康安全情報誌「保健所ねっと」の印刷（3月号） 198,720

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎建築物定期点検業務委託 181,440

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 産業廃棄物処分委託に係る支払い（2月分） 8,910

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物取集運搬委託に係る支払い（2月分） 11,583

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 検体等搬送業務委託（単価契約）に係る支払い(2月分) 10,800

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 検体等搬送業務委託（単価契約）に係る支払い(2月分) 14,040

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 医学雑誌等の買入れ(2月分) 3,036

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌等の買入れ(2月分) 16,814

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 電気料金の支払(合同庁舎・2月分) 372,901

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 在宅難病患者訪問相談事業委託料　２月分 66,000

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 警備業務委託(センター・2月分) 10,800

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線一般システム保守点検委託(センター・2月分) 116,189

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線一般システム保守点検委託(合同庁舎・3月分) 181,889

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 平成29年度研修・出張旅費の支出について（2月分） 2,584

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 平成29年度研修・出張旅費の支出について（2月分） 3,763

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 平成29年度研修・出張旅費の支出について（2月分） 42,790

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 平成29年度研修・出張旅費の支出について（2月分） 85,302

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 平成29年度研修・出張旅費の支出について（2月分） 203,747

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 速記委託（単価契約）2月分の支払い 118,800

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 課題別地域保健医療推進プラン障害者施設支援連絡会 56,100

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)の支払(2月分) 45,614

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 北多摩南部健康危機管理対策協議会　委員謝礼 173,390

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,194

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 48,866

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 9,414

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 332

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 5,824

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 9,282

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 1,255

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 8,018

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 772

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 3,027

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 109,728
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福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 料金後納郵便差出人払い（２月分） 47,234

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 色上質紙外18点の買入れ 38,216

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 色上質紙外18点の買入れ 33,837

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 色上質紙外18点の買入れ 3,974

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 色上質紙外18点の買入れ 54,533

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 備品購入費 色上質紙外18点の買入れ 138,996

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 在宅療養支援計画策定・評価委員会　謝金 23,166

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 高置水槽吐水口空間確保工事 79,920

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,484

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療機器貸与事業委託料　２月分 125,550

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 法規追録の買入れ 9,978

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 法規追録の買入れ 10,175

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 法規追録の買入れ 9,720

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料金　２月分 4,393

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎空調設備保守点検委託(1月分) 190,080

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 速記委託（単価契約）①3月8日分②3月9日分 21,600

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 速記委託（単価契約）①3月8日分②3月9日分 32,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 170,486

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 警備業務委託(合同庁舎・2月分) 43,200

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 備品購入費 採血管外12点の買入れ 286,200

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 採血管外12点の買入れ 75,492

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 採血管外12点の買入れ 106,747

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 採血管外12点の買入れ 176,342

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉相談・事例検討会　謝金 14,906

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 特別旅費 平成29年度　針刺し事故に係る特別旅費の支出について 7,121

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 使用済小型電子機器類等の収集運搬及び処分委託 172,800

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 使用済小型電子機器類等の収集運搬及び処分委託 32,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 武蔵野三鷹地域センター外灯撤去その他工事 412,084

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ＣＤプレーヤーの修繕 79,693

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 武蔵野三鷹地域センター建物清掃業務委託(2月分) 113,400

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎建物清掃業務委託料(2月分) 464,400

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 あなたにおくる健康情報の印刷　2月分 151,200

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 庁有車ナンバープレートの交換代行 48,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（保政・一需）３月分 150,000
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福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件に係る経費（保政・役務）３月分 20,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（感染・一需）３月分 20,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 少額支払案件に係る経費（生環・役務）３月分 10,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 庁有車のガソリンの購入に係る経費の支出（３月分） 110,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 庁有車の駐車場料金に係る経費の支出（３月分） 30,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 ＤＯＴＳ事業に係る経費（３月分） 5,400

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 速記委託(単価契約） 32,400

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 思春期事例相談会に伴う謝礼の支出　２月分 16,701

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 デジタル位相差顕微鏡外２点の買入れ 244,080

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 デジタル位相差顕微鏡外２点の買入れ 12,636

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 地域保健医療推進プラン改定作業部会の委員謝礼の支出 135,718

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 結核予防対策事業に係る郵券の購入 10,760

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 特別旅費 感染症の診査に関する協議会の旅費の支出（2月分） 2,392

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 大気汚染認定審査会委員の特別旅費の支出(2月分） 1,747

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 H29年度 エレベータ保守点検委託料の支出（２月分） 38,070

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 H29年度 エレベータ保守点検委託料の支出（２月分） 15,930

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 H29年度自家用電気工作物点検保守委託料支出(2月分) 12,943

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 H29年度自家用電気工作物点検保守委託料支出(2月分) 5,417

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備及び法定定期点検等の実施 123,788

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 検体等搬送業務委託(単価契約）２月分 4,644

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都多摩小平保健所庁有車運行管理業務委託　２月分 421,848

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 健康危機管理及び感染症医療確保部会委員謝礼の支出 197,760

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 健康危機管理及び感染症医療確保部会委員謝礼の支出 115,360

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 健康危機管理及び感染症医療確保部会委員謝礼の支出 16,252

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（2月分） 189,402

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（2月分） 104,245

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 粉じん計の較正に伴う経費の支出 47,000

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 在宅難病支援事業に係る訪問指導委託料の支出(２月分) 16,500

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託(単価契約）２月分 3,387

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託(単価契約）２月分 2,258

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託(単価契約）２月分 1,260

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託(単価契約）２月分 840

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 雑誌(公衆衛生情報外19点)の買入れ(概算契約)2月分 21,596

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 出演ラジオ放送録音及びＨＰ掲載委託(単価契約) 10,800

304 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 ＣＸＤＩ装置の保守点検等委託　２月分 293,579

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 地域保健担当支援検討会に伴う旅費の支出（３月分） 674

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 速記委託(単価契約)の支払い 32,400

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 学校保健と地域保健連携会議分科会委員謝礼の支出 13,281

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 44,921

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 3,264

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 3,798

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 9,214

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 12,972

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 17,303

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 2,051

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 3,964

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 21,387

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認分） 6,523

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）２月分 28,103

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 52,215

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 714

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 360

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 140

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 75,210

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 10,285

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 25,912

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 3,542

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 23,162

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 1,466

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 515

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 1,006

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 6,680

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 758

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 9,137

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 93,390

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 郵便物の料金後納払いについて（２月分） 14,804

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都花小金井庁舎に係る建物管理業務委託料(2月分) 446,180

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都花小金井庁舎に係る建物管理業務委託料(2月分) 186,700
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福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,530

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,742

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 速記委託(単価契約）の支払い 43,200

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 東京都ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ券によるﾀｸｼｰ利用料　　２月分 3,575

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 東京都ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ券によるﾀｸｼｰ利用料　　２月分 7,373

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成29年度上下水道料金の支出（2・3月分） 151,455

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 光熱水費 平成29年度上下水道料金の支出（2・3月分） 57,163

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 H29年度 機械警備業務委託料の支出（2月分） 11,421

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 H29年度 機械警備業務委託料の支出（2月分） 4,779

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 東京都多摩小平保健所1階厚生室内給湯器交換修繕 375,840

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 報償費 地域保健医療協議会３部会合同部会に伴う委員謝礼 247,782

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外出張に伴う経費の支出(三宅3/29～4/3) 75,495

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外出張に伴う経費の支出(三宅2/26～2/28) 55,498

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 保健所維持管理に係る経費の支出(3月分) 2,619

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 保健所維持管理に係る経費の支出(3月分) 5,040

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 航空海上貨物輸送等に係る経費の支出(3月分) 19,550

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（２月確認分）の支出 1,392

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（２月確認分）の支出 266

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービス契約に伴う経費の支出 30,747

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外出張に伴う経費の支出(三宅3/12～3/15) 66,598

福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外出張に伴う経費の支出(三宅3/26～3/27) 44,398

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 特別旅費の支出について（アレルギー講習会） 38,598

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 特別旅費 特別旅費の支出について（課題別推進プラン） 41,626

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(大島出張所　月分) 8,492

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(大島出張所３月分) 9,132

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(大島出張所３月分) 3,381

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁舎清掃業務委託（大島出張所） 85,270

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁舎清掃業務委託（神津島支所） 236,464

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（大島出張所） 21,890

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ＦＡＸトナー代の支出 30,240

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

少額支払案件に係る資金前渡(神津島支所３月分) 3,600

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡(神津島支所３月分) 7,600

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡(新島支所３月分) 4,257
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福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(新島支所３月分) 8,800

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（神津島支所） 2,970

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ガソリンの供給（単価契約）（１～３月） 15,206

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 灯油の供給（単価契約） 11,880

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,017

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）大島出張所 31,547

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）新島支所 24,384

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）神津島支所 21,060

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年２月分） 704,169

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年２月分） 1,100

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年２月分） 28,218

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年２月分） 185,394

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年２月分） 7,396

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（平成３０年２月分） 3,660

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ごみ袋の購入（神津島支所） 5,500

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 医用画像データの外部保管委託 46,062

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都島しょ保健所(H29)大島出張所外壁等改修工事 4,200,000

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 パンフレットの購入 8,412

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 パンフレットの購入 19,980

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 パンフレットの購入 16,320

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 高圧蒸気滅菌器の購入 540,000

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵券の購入 93,700

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 庁有車の車検に係る経費の支出(エブリ・神津島) 82,792

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 庁有車の車検に係る経費の支出(エブリ・神津島) 14,440

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 公課費 庁有車の車検に係る経費の支出(エブリ・神津島) 6,600

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 図書の購入 5,400

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 洗車代の支払 17,400

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産廃（注射針）の収集運搬委託 27,540

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産廃（注射針）の収集運搬委託 39,559

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産廃（注射針）の収集運搬・処分 11,339

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 特別管理産廃（注射針）の収集運搬・処分 44,625

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,288

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,529

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 都道側植樹帯伐木伐開根作業委託 280,800
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福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 検疫物品の購入 38,959

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 車いすの購入 42,000

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 77,942

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 検査試薬等の購入（２月分） 360,396

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 検査試薬等の購入（２月分） 191,646

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵券の購入 20,000

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵券の購入 25,150

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 ＦＡＸトナーの購入 30,240

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年３月分） 47,319

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（平成３０年３月分） 22,416

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 保健栄養業務に係る職員の出張依頼に伴う旅費の支出 23,732

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 8,555

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 庁有車ガソリン等燃料に係る経費の支出（3月分） 17,295

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 貨物輸送等に係る経費の支出（3月分） 5,457

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 デイケア実施に伴う経費の支出(３月６日開催分) 5,750

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,189

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,946

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 平成29年度借上住宅賃借料の支出(グリーンハウス) 53,000

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 平成29年度借上住宅の賃借料の支出(戸建住宅) 85,000

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 平成29年度借上住宅の賃借料の支出（浅沼ビル2階） 75,000

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁舎清掃作業委託(2月分) 42,968

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（２月後半分） 166,734

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（２月後半分） 35,397

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（２月後半分） 24,053

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（２月後半分） 50,518

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（２月後半分） 61,486

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに係る経費の支出 62,179

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 庁舎植栽維持委託に係る経費 161,622

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 デジタル照度計外21点の買入れ 86,292

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 デジタル照度計外21点の買入れ 8,640

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 デジタル照度計外21点の買入れ 9,612

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 デジタル照度計外21点の買入れ 13,608

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 デジタル照度計外21点の買入れ 1,080

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 医用画像データの外部保管委託に係る経費の支出 32,940
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福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 浄化槽保守点検に係る経費の支出 17,141

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産業廃棄物収集運搬委託(本州内輸送・処分) 7,560

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 特別管理産業廃棄物収集運搬委託(本州内輸送・処分) 18,900

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 デイケア実施に伴う経費の支出(3月20日開催分) 1,500

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,814

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 生化学試薬外23点の買入れ 196,703

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 生化学試薬外23点の買入れ 10,044

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（３月前半分） 69,746

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成29年度燃料ガスの買入れ(単価契約)(3月分) 1,960

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 庁有車のタイヤ交換に係る支出(ジムニー) 37,800

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 水道料金の支払い(2月分) 3,402

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 平成29年度一般廃棄物処理手数料の支払(2月分) 540

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備等点検業務委託 112,690

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 事務引継に係る職員の出張依頼に伴う旅費の支出 40,350

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産業廃棄物運搬委託(船舶輸送) 89,729

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 産業廃棄物(業務用冷凍庫)運搬委託(本州内輸送) 6,480

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 産業廃棄物(業務用冷凍庫)運搬委託(島内輸送) 32,076

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 業務用冷凍庫外20点の買入れ 453,600

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 業務用冷凍庫外20点の買入れ 36,806

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 業務用冷凍庫外20点の買入れ 48,892

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 業務用冷凍庫外20点の買入れ 56,916

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 業務用冷凍庫外20点の買入れ 8,586

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 特別管理産業廃棄物運搬委託(島内輸送) 56,430

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買い入れに伴う経費の支出(2月分) 2,077

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 昇降機設備保守点検委託 145,800

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都島しょ保健所清掃委託 105,759

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 雑誌の買い入れに伴う経費の支出(２月分) 19,791

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,873

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,059

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（旅行依頼分） 42,880

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（旅行依頼分） 43,344

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出（2月分） 28,052

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出（2月分） 15,541

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出（2月分） 2,000
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福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 Ｘ線撮影システムの保守点検委託 314,505

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 生化学分析用スライド他11点の買入れ 53,622

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 生化学分析用スライド他11点の買入れ 18,252

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 生化学分析用スライド他11点の買入れ 5,410

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 浄化槽保守点検及び清掃委託 8,500

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,185

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,196

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 5,000

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 1,000

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 41,803

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 30,812

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 37,002

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２月分その３・３月分） 83,265

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 浄化槽保守点検及び清掃委託 12,960

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 原画作成委託に係る経費の支出（４・５・６月号） 20,000

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成２９年度水道料金の支出(２月分) 6,426

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 職員住宅の借上げに伴う媒介契約について 120,960

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 職員住宅の借上げに伴う媒介契約について 340,000

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵券他２点の購入 27,914

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 郵券他２点の購入 18,986

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 出張旅費の請求（母島3月日帰り） 6,320

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成29年度　少額支払案件に係る前渡金（3月分） 6,993

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る前渡金(3月分） 18,820

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 29年度電子複写機賃貸借契約に伴う継続支出（2月分） 28,374

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 平成29年度　庁舎清掃委託料の継続支出（2月分） 55,080

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 平成29年度　雑誌購入に係る継続支出（2月分） 18,838

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 産業廃棄物運搬処分委託 15,120

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物運搬処分委託 4,320

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 追録の購入 10,175

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 生化学自動分析装置シリンジの購入 30,888

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 平成29年度　プロパンガス料金の継続支出（3月分） 1,560

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,053

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,073

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物等運搬委託 36,450
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福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 検査材料12点の購入 93,981

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,564

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件の支出　３月分 180,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 平成29年度少額支払案件の支出　３月分 100,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 平成29年度少額支払案件の支出　３月分 20,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 平成２９年度母子加算の支出　３月分 126,878

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 平成２９年度移送費の支出　３月分 20,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 一般需用費 融雪剤外の買入れ 140,259

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 事業系有料ごみ処理券外の買入れ 297,670

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 備品購入費 耐火金庫の買入れ 236,520

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケットによる料金の支払い1月分 45,580

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,038

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 人身取引被害者に係る緊急医療費準備金の支出 50,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 備品購入費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の買入れ 469,800

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 女性相談センター清掃業務委託　２月分 157,464

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 女性相談センター多摩支所建物管理業務委託　２月分 38,880

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託　２月分 12,149

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託　２月分 10,423

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 エレベーター設備定期点検保守委託　２月分 52,920

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 多摩支所機械警備委託　２月分 51,840

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（多摩支所）２月分 16,485

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等の借入れ　２月分 20,088

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 東京都女性相談センター警備業務委託　２月分 302,292

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 相談保護管理システム保守委託　２月分 75,600

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 8,378,415

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 9,315,645

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 9,387,945

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 3,581,656

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 8,592,118

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 腸内細菌検査委託（単価契約）２月分 18,468

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 一般需用費 女性相談センター複写サービスに関する契約(単価契約) 63,109

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 産業廃棄物処理委託（単価契約）２月分 4,536

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 産業廃物収集運搬委託（単価契約）２月分 42,120

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 報償費 平成29年度女性・母子相談事例発表会講師謝礼の支出 60,160
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福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 報償費 平成29年度協力弁護士への謝礼金の支払(定例分第4回） 53,600

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 女性相談センター寝具の借り入れ(単価契約)　２月分 162,723

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 東京都女性相談センター給食業務委託　２月分 1,383,480

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 東京都女性相談センター給食材料購入委託(概算契約) 1,206,548

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,627

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費
負担金補助及交付
金

29サービス推進費補助金の支出（婦人保護施設）3月分 8,889,415

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29一時保護委託契約経費の支出（婦人保護施設）2月分 3,421,456

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,696

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,040

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 水槽等清掃管理業務委託　２月分 174,960

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 29入所委託契約に伴う運営費の支払(3月分) 7,225,870

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 扶助費 平成２９年度母子加算の支出　３月追加分 48,298

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 一般需用費 家具転倒防止器具の買入れ 112,492

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について(平成３０年２月分等） 60,016

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 旅費 特別旅費 確定払旅費の支出について(平成３０年２月分等） 21,178

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 旅費 特別旅費 平成２９年度確定払旅費の支出(特別職非常勤２月分) 5,147

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（3月分） 371,210

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,334

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 378,878

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 報償費 29女性相談センター通信原稿依頼経費の支出(第37号） 18,856

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 工事請負費 医療相談室ＬＡＮ敷設工事 81,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケットによる料金の支払い2月分 16,828

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 機密文書の溶解処理等委託 24,408

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 委託料 機密文書の溶解処理等委託 21,967

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 備品購入費 ノートパソコンの買入れ 171,288

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

28婦人保護費国庫負担金の返還金の支出について 1,841,077

福祉保健局 女性相談センター 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 需用費 一般需用費 排気ファン部品交換修繕 129,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成２９年度　生活指導訓練費（３月分）の支出 21,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 画像診断に関する覚書に基づく経費の支出 4,500

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 看護衣上衣Ｂ外10点の買入れ 476,226

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）役務費 20,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 薬剤科給排水管撤去及び床修繕 166,320

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 工事請負費 ハロゲン化物消火設備の更新 1,490,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 B1病棟デイルーム高所蛍光灯取替作業委託 269,676
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 42,870

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入れ　１月分 507,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 冷却型遠心機の買入れ 492,480

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 経腸栄養ポンプの買入れ 334,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）一般需用費 38,542

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）扶助費 5,245

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

少額支払案件前渡金の支出(３月分)負担金補助及交付金 18,562

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 貸与被服洗濯委託（単価契約）に係る経費の支出 409,010

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ベッドカバー外１点の洗濯委託（単価契約） 18,478

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 人工呼吸器用加温加湿器の買入れ 216,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 1階手術室系統空調用フィルターの交換 232,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 フロン処理委託 29,160

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター通所作業委託　2月分 138,815

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター病棟作業委託 567,446

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター建物管理委託 7,945,776

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 Ｂ３病棟入所者（措置児童）の入学準備に係る経費 26,812

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 超低床ベッドの買入れ 295,920

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 紙オムツ8点外3点の買入れ（単価契約）　2月分 251,886

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 検便検査委託（単価契約）に係る経費の支出 1,944

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅行命令簿２月分） 1,636

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（旅行命令簿２月分） 1,376

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 感染性廃棄物処分委託（単価契約）に係る経費の支出 371,077

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 PHS料金に係る経費の支出（１月分） 23,117

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ピアノの調律委託 44,474

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬委託(単価契約)に係る経費の支出 198,376

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療用酸素3点外2点の買入れ（単価契約）　2月分 63,212

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 除菌漂白剤外2点の買入れ（単価契約）　2月分 259,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ｢ﾖｼﾀﾞ｣外237点の買入れ（単価契約）2月分 668,245

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター洗濯業務委託　2月分 1,003,320

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター徴収事務委託　2月分 125,280

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター病棟事務委託　2月分 599,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター中央材料室業務委託 2月分 680,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医事紛争等に対する法律相談及び支援業務委託　2月分 97,790

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 看護職員等準夜タクシー代の支出（２月分） 49,410
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アーテン散１％Ｍ外9点の買入れ 17,744

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 環境清拭用ルビスタワイプ3点外6点の買入れ 56,689

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ネオクリーナー外13点の買入れ 69,951

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 オキュフィルムの買入れ 23,328

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ビニール管外15点の買入れ 146,750

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「ﾄｰﾜ」PTP外9点の買入れ単契 2月分 734

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%｢ﾄｰﾜ｣0.5g/包外2点の買入れ単契　2月分 11,419

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アロストーワ錠20ｍｇＰＴＰＭ外3点の買入れ 16,804

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 エレベーターバスの修理 48,384

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 Ｃ-反応性蛋白ＲＣＲＰ外121点の買入れ（単契）2月分 952,495

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

ﾏｲﾅﾋﾞ看護学生就職ｾﾐﾅｰ合同病院説明会経費の支出 734,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 通園ガラスの修繕 228,528

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ソフラガゼロン外13点の買入れ 65,682

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 136,500

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 55,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 循環式給湯水等水質検査委託 58,320

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 歯科技工委託（レジン歯（前歯））外3点 34,776

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 歯科技工委託（単価契約）に係る経費の支出 19,720

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 平成２９年度苦情等解決委員会の謝礼金の支出について 25,380

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ペーパータオルの買入れ（単価契約）2月分 75,816

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 清拭用ウェットタオル2点外3点の買入れ（単契）2月分 198,538

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター医事業務委託　2月分 2,916,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 点灯管外27点の買入れ 120,355

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ボトックス2点の買入れ（単価契約）　2月分 1,298,610

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 タニケットの買入れ 1,287,360

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 6,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アキネトン細粒1％外152点の買入れ（単価契約）2月分 374,564

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療用酸素の買入れ 1,080

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 シンガープラテＭＤ3点外11点の買入れ 909,956

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ディスポスタイレット外13点の買入れ 321,397

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外５点の買入れ 156,227

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 33,588

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 電気魔法瓶外40点の買入れ 81,807

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 血液型検査伝票外４点の印刷 131,652
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

ﾏｲﾅﾋﾞ看護学生就職ｾﾐﾅｰ合同病院説明会経費の追加支給 400

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 パルスオキシメーターの買入れ 1,422,360

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 電動ベッド外２点の買入れ 2,419,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費の支出 174,848

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 輸液ポンプの借入れ（単価契約）１月分 23,142

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 セルパックＤＣＬ外8点の買入れ 190,818

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ニトリル手袋外1点の買入れ 85,212

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 和雑誌の購読（概算契約）2月分 108,239

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 温度センサ外1点の買入れ 35,980

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 平成２９年度　通園科音楽療法の実施に係る経費 16,701

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ＩＳディスポ回路パッシブＷＴの買入れ 56,160

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約・長期契約)2月分 13,964

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ18点の買入れ（単価契約）2月分 123,487

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 エネーボ配合経腸用液外5点の買入れ 28,828

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ハンドソープの買入れ（単価契約）2月分 68,040

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 清缶剤外５点の買入れ(単価契約）2月分 325,080

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 セイラムサンプチューブ外57点の買入れ 715,813

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 サーモベントＴ外19点の買入れ 818,337

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 滅菌Ｙカットガーゼ外10点の買入れ 214,131

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 人工呼吸器外１点の借入れ（単価契約）２月分 19,440

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 B3病棟措置入所児童の補装具費の利用者負担額の支出 281,178

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 事務用郵券の買入れについて（平成３０年３月追加分） 11,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ネオグリセロール外22点の買入れ 138,152

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 再資源物（空カン等）収集運搬委託に係る経費の支出 2,538

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 再資源物（古紙）収集運搬委託に係る経費の支出 16,524

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 産業廃棄物処分委託（単価契約）に係る経費の支出 51,894

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託（単価契約）に係る経費の支出 16,740

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ステラーゼ外3点の買入れ 26,913

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 輸液ポンプの借入れ（単価契約）２月分 23,142

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 患者用寝具外４点の借入れ（単価契約）２月分 615,539

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,021,318

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 105,660

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 高柵付きベッドの買入れ 1,965,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 東京都立北療育医療ｾﾝﾀｰ通園ﾊﾞｽ運行契約(単価契約） 1,274,400
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 北療育医療センター通学バス運行契約（単価契約） 1,415,880

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 北療育医療センター通所バス運行契約(単価契約） 4,247,640

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 人工呼吸器４点外３点の借入れ（単価契約）２月分 1,250,424

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 工業用水道料金に係る経費の支出（2月分） 32,378

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　学校給食費の支出（２・３月分） 57,570

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 平成２９年度　学校給食費の支出（２・３月分） 22,040

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 平成２９年度Ｂ１病棟春祭り演奏の実施に係る経費 8,351

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約・長期契約)２月分 32,762

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 廃棄文書等の情報抹消処理委託に係る経費の支出 64,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 廃棄文書等の情報抹消処理委託に係る経費の支出 91,756

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 角カゴ外88点の買入れ 474,120

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（3月分、更新料） 167,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（3月分、更新料） 85,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（3月分、更新料） 82,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,294,720

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 76,922

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,827

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立北療育医療センター調理等業務委託　2月分 4,415,040

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 回転式カルテ保管庫保守点検委託　10月～12月分 97,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 職員の近接地外出張に係る経費の支出について 17,716

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 北療育医療センター給食材料買入れ委託（概算）2月分 2,083,650

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 セントラルモニタの修理 324,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 パッケージエアコンの修理に係る経費の支出について 381,672

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（4月分） 85,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（4月分） 85,500

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（4月分） 85,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 看護師借上住宅賃貸料の支出（4月分） 85,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分２）役務費 15,241

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 デジタル脳波計の借入れ（長期継続契約）2月分 243,495

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 生理検査ﾃﾞｰﾀﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ一式の借入れ（長期継続契約） 280,413

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 薬品在庫ｼｽﾃﾑ機器等の借入れ（長期継続契約）2月分 143,208

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ（長期継続契約）2月分 53,460

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 臨床検査ｼｽﾃﾑ等機器一式の借入れ(長期継続契約)2月分 286,650

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 80ﾏﾙﾁｽﾗｲｽCT撮影装置の借入れ（長期継続契約）2月分 931,500
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（長期継続契約）２月分 4,725

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 汎用X線透視診断装置装置の借入れ(長期継続契約)2月分 321,840

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 自動洗浄･除染･乾燥装置の借入れ(長期継続契約）2月分 105,948

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 全自動分析装置の借入れ（再リース）2月分 22,075

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 玄関マットの借入れ　２月分 17,258

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ　２月分 15,984

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 昇降機保守点検委託　２月分 298,080

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ナーシング・スキル日本版の購読　２月分 57,807

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医用画像情報ｼｽﾃﾑ一式の借入れ(長期継続契約)２月分 176,505

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 CR画像処理装置外１件の借入れ（長期継続契約）2月分 98,928

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 高圧蒸気滅菌器の借入れ（長期継続契約）2月分 114,264

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 エアマットレスの借入れ　２月分 23,760

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ＣＲシステムの借入れ（再リース）2月分 38,556

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 プラズマガス滅菌器の借入れ（長期継続契約）2月分 263,412

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 栄養管理システム一式の借入れ（長期継続契約）2月分 166,425

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 出勤管理システム機器等の借入れ（長期継続契約） 41,580

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ラベルプリンターの借入れ（長期継続契約）2月分 17,820

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入れ　２月分 507,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医事会計･障害者総合支援ｼｽﾃﾑの借入れ(長期継続契約) 408,564

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 クリニカルキーの利用 85,980

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 パーソナルコンピューター２点外１点の買入れ 682,344

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 体温維持装置点検委託 288,360

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,566,488

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 インターネット接続料金に係る経費の支出（1・2月分） 4,806

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 工事請負費 屋上防水脱気筒交換交換工事 378,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 手術部等清潔環境管理業務委託 868,320

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月確認分） 49,775

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（旅費システム２月確認分） 771

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月確認分） 20,222

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月確認分） 1,564

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月確認分） 4,621

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 生体情報モニタ点検委託 730,080

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度福祉サービス第三者評価委託 1,468,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金に係る経費の支出（2月分） 95,758
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 自動間欠牽引装置点検委託 23,328

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 24時間胃食道内pH&ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑの買入れ 1,890,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 Ｂ病棟音楽療法の実施に係る講師謝礼金の支出 10,686

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 通所プロジェクター天吊り金具の修繕 194,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入に係る前渡金の支出 943

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 樹木等管理委託 449,820

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 カルテフォルダーの買入れ 143,100

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡：一般需用費３月分 201,881

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 電子証明書発行手数料に係る前渡金の支出について 7,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 充電器外３点の買入れ 126,435

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 徴収事務委託に伴う支出：２月分 72,900

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 Ｘ線一般撮影装置の借入れに伴う支出：２月分 18,144

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ＣＲシステムの借入れに伴う支出：２月分 24,948

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医事・自立支援システムの借入れに伴う支出：２月分 75,114

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 洗濯委託料の支出（年間：　　　２月分） 18,770

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 特定旅客自動車運行契約（４号車）に伴う経費：２月分 997,272

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ﾈｯﾄﾜｰｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ等の借入れに伴う支出：２月分 23,760

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 昇降機等保守点検委託に伴う支出：２月分 50,490

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 酸素濃縮器の借入れに伴う支出：２月分 39,960

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 排痰補助装置の借入れに伴う支出：２月分 21,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ：２月分 5,940

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託に伴う支出：２月分 17,755

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 感染性廃棄物収集運搬・処分委託に伴う支出：２月分 13,348

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医事業務委託に伴う支出：２月分 670,680

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出：２月分 18,023

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 電気料金（平成３０年１月分）の支出について 563,235

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 警備委託に伴う支出：２月分 59,508

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 特定旅客自動車運行契約に伴う経費の支出：２月分 5,175,208

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 鮮魚類の買入れに伴う支出：２月分 26,373

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

全国重症心身障害日中活動支援協議会29年度会費の支出 20,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 乾物類の買入れに伴う支出：２月分 52,869

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 青果類の買入れに伴う支出：２月分 59,387

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 肉類の買入れに伴う支出：２月分 24,711

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査委託（単価契約）に伴う支出：２月分 17,378
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福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査(腸管出血性大腸菌外)委託に伴う支出：２月分 17,388

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 抗体検査委託（単価契約） 24,840

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,196

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,087

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ＡＣアダプタ外１２点の買入れ 221,454

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 色上質紙外６点の買入れ 53,784

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 融雪剤外２０点の買入れ 160,380

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品の買入れ（２月分） 43,325

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 電話設備更新工事に伴う回線変更費用の支出について 26,568

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託に伴う支出：２月分 11,838

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託に伴う支出：２月分 10,353

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 平成29年度第2回城南セミナー実施に係る経費の支出 9,249

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 448,362

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 電気料金（平成３０年２月分）の支出について 549,217

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 建物管理委託に伴う支出：２月分 1,549,800

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 平成30年2月分出張旅費の支出 11,329

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 平成30年2月分出張旅費の支出 854

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分出張旅費の支出 5,179

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 無停電電源装置の買入れに伴う経費の支出 69,120

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 159,482

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 自家用電気工作物保安管理委託料の支出 26,892

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ドライイメージャーの修理 379,555

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 建物管理委託に伴う経費の支出 286,524

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡の支出（一般需用費） 7,520

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 複数少額支払案件に係る資金前渡の支出（役務費） 29,272

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 通園バス雇上(単価契約)の支出（2月分） 1,633,392

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 通所バス雇上(単価契約）の支出（2月分） 5,146,416

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約・2月分） 9,477

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 徴収事務委託（2月分） 106,218

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医事業務委託の支出について（2月分） 647,244

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 機械警備委託に伴う経費の支出 21,492

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 出勤管理システム機器等の借入れの支出（2月分） 36,330

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 昇降機設備保守点検委託の支出（2月分） 24,840

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れの支出（2月分） 7,452
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福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等借入れの支出（2月分） 32,583

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医事会計システム等の借入れの支出（2　月分） 51,289

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 電話交換機等設備保守点検委託の支出（2月分） 16,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 定期購読雑誌の買入れ(概算契約・2月分) 15,012

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 3,175

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 21,565

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 青果類の買入れに伴う経費の支出 86,266

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査委託（単価契約・2月分） 14,665

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 風疹ウイルスＩｇＧ外３件の臨床検査委託 26,827

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 微生物学検査外2件の臨床検査委託 10,465

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 照明器具の修理 108,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 電気料の支出（２月分） 643,400

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 日本医師会認定産業医更新申請料の支出 10,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 報償費 平成２９年度第３回親子教室実施に伴う謝金の支出 33,402

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,642

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 200,304

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 136,736

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 経腸栄養食品外1点の買入れ（単価契約）（2月分） 29,354

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 監視カメラ設置工事 702,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,070

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 やかん外7点の買入れ 69,379

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療用気体酸素の買入れ 6,264

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 13,162

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３月確認分） 42,280

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 福祉サービス第三者評価委託 730,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 画像記録用フィルムの買入れ 77,112

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 機械浴槽点検・清掃委託 171,968

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品の買入れ＜下半期＞（単価契約）（2月分） 16,431

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ソルデム１輸液外3点の買入れ 42,293

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 給食材料費の資金前渡 181,692

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 施設概要外2点の印刷 292,680

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ハンドソープの買入れ 77,760

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 公課費 庁有車自動車重量税の支出について 34,200

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ピアノの調律 30,240
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福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 御報告・御紹介・御依頼外１点の印刷 39,096

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 心電計の買入れ 2,559,600

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 歯科用レストレイナーの買入れ 442,800

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 事務用品２０点の買入れ 59,245

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品外１点の買入れ 8,114

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出（３月分） 14,946

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 少額支払案件の支出（３月分） 28,760

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 少額支払案件の支出（３月分） 2,990

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医謝礼の支出（２月分） 54,004

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 新聞買入れ代金の支出（その１） 4,037

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 新聞買入れ代金の支出（その２） 4,037

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品１２点の買入れ 94,885

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療器具６点の買入れ 85,752

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 医療器具６点の買入れ 186,840

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 歯科材料８点の買入れ 34,398

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 和雑誌の買入れ代金の支出 17,006

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 玄関マットの借入れの支出 4,752

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 施設警備委託の支出 40,824

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託の支出 19,440

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 エレベータ点検保守委託の支出 32,400

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等の借入れにかかる支出 32,627

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 電気料金の支払いについて（平成３０年１月分） 278,487

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託の支出 20,064

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医療器具滅菌業務委託の支出 2,106

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 医療器具滅菌業務委託の支出 3,240

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 酸素濃縮装置携帯酸素ボンベパルスオキシメータの借入 42,444

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 通園児送迎用車両運送契約の支出 166,383

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査委託の支出 128,242

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入れにかかる支出 37,800

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 特別旅費の支出について（２月分） 1,601

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託の支出 7,128

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支出（看護） 6,042

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る支出（事務・医事） 16,035

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 27,507
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福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 産業廃棄物処分委託の支出 7,128

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 色画用紙外６点の買入れ 29,149

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品外２０点の買入れ 252,833

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立多摩療育園医事業務委託の支出 786,586

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立多摩療育園徴収事務委託の支出 105,581

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医事会計システム等の機器等の借入れの支出 140,616

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立多摩療育園建物管理委託 441,180

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 輸液ポンプ一式の借入れ 17,280

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 米の買入れ代金の支出 2,808

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 牛乳類等の買入れ代金の支出 14,945

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 洗濯業務委託の支出 80,370

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 肉類の買入れ代金の支出 22,312

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 乾物類の買入れ代金の支出 21,426

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 野菜類の買入れ代金の支出 76,407

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品１４点の買入れ 83,263

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 159,303

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月19日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

利用者負担金の還付 1,477

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 車椅子昇降装置装備車両運送契約の支出 68,200

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度都立多摩療育園福祉サービス第三者評価委託 419,904

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 事務用品１０点の買入れ 47,308

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プール側水栓外２件の修理 78,840

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品外９点の買入れ 243,286

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,619

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査委託 34,428

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療器具４点の買入れ 17,388

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 コサージュ外１２点の買入れ 84,715

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 補充インク外３点の買入れ 7,603

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品外１３点の買入れ 180,585

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品８点の買入れ 42,975

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 事業概要（平成２９年版）の印刷 196,560

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品外２点の買入れ 21,301

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

利用者負担金の還付 192

福祉保健局 多摩療育園 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

利用者負担金の還付 128

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医員室ブラインド修理 32,400
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

学会に係る経費の支出について(医学看護学教育学会) 3,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 胃ろうバルーンボタン外3点の買入れ 134,794

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 自動車定期点検整備 113,641

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 麻薬施用者の免許申請及び申請手数料の支出について 9,200

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 オムツ外２点の買入れ（単価契約）1月分 108,105

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ＲＰクロスＹカット外18点の買入れ（単契）1月分 234,316

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｼｭｱｼｰﾙﾄﾞＳＶｾｯﾄ外34点の買入れ（単契）1月分 36,417

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査業務委託（単価契約）1月分 213,732

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 日本食品標準成分表2015（七訂）追補2017外2点の買入 7,592

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査業務委託（単価契約）１月分 51,303

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 生花の買入れ（単価契約）2月分 2,160

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 平成29年度ｶｰﾃﾝの借入れに係る経費支出　1月分 375,840

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 CDプレーヤー修理 14,904

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 薬品在庫管理システム保守委託　2月分 62,819

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター病棟事務委託　2月分 517,320

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 画像データ等管理システム保守業務委託　2月分 54,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 看護勤務表作成システム保守委託（ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ）2月分 10,800

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 昇降機保守業務委託（配膳用・あじさい館）2月分 78,300

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床化学自動分析装置保守業務委託　2月分 120,960

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 衛生害虫等防除委託　2月分 20,628

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 昇降機保守業務委託（１～４号機）2月分 157,680

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 業務用乾燥機外1件修理 196,149

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 人工呼吸器保守点検委託 375,840

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 処置用シーツ外9点の買入れ 147,101

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 入所児（者）理髪委託（単価契約）の支出　2月分 80,800

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 入所児（者）理髪委託（単価契約）の支出（2月分） 57,600

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 入所児（者）理髪委託（単価契約）の支出　2月分 99,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アテスト外17点の買入れ（単契）1月分 205,715

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ブレンダーム外10点の買入れ（単価契約）1月分 80,611

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 洋雑誌の買入れ（概算契約）に係る経費　2月分 44,301

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 洋雑誌の買入れ（概算契約）に係る経費　2月分 251,834

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 水処理剤の買入れ（単価契約）2月分 61,560

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 肉類の買入れ（概算契約）１月分 256,136

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 東京都立府中療育センター病棟作業業務委託　1月分 514,333

323 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター病棟作業業務委託　1月分 317,601

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 東京都立府中療育ｾﾝﾀｰ紙おむつ外16点の買入れ　1月分 1,522,821

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

電話交換設備の共同利用に伴う経費（2月分） 355,505

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

電話交換設備の共同利用に伴う経費の支出（2月分） 261,314

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,061,944

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医事紛争に対する法律相談及び支援業務委託　2月分 97,790

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 作業環境測定業務委託　２月分 38,880

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 旧東京都神経科学総合研究所建物管理業務委託　2月 191,160

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 臨床化学自動分析装置の借入れ　2月分 172,368

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 デジタルｘ線TV装置の借入れ(長期継続契約）2月分 434,257

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 栄養管理ｼｽﾃﾑ機器等の借入れに係る経費支出(長継)2月 164,052

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 薬品在庫管理ｼｽﾃﾑ機器等の借入れ(長期継続)2月分 65,880

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 嚥下及長尺検査動画像参照ｼｽﾃﾑ機器借上経費(長継)2月 208,440

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター洗濯業務委託　2月分 1,884,816

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 平成29年度ｶｰﾃﾝの借入れに係る経費支出　2月分 375,840

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医事会計システム等の機器等の借入れ　2月分 142,830

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 芸能委託（ピアノ・バイオリン演奏） 10,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プロナの買入れ 292,507

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 リーナレンＭＰの買入れ 19,818

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 メイバランスブリックゼリーの買入れ 56,972

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

協定に基づく電気設備等保守委託経費の支出　2月分 3,661,177

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 9,978

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 8,933

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 汚物処理バックの買入れ 58,320

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 市乳類の買入れ（単価契約）2月分 251,197

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医療器具滅菌業務委託（単価契約）（2月分） 56,700

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 まぐろ水煮外25点の買入れ（単価契約）2月分 523,050

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 和菓子の買入れ（単価契約）2月分 20,574

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 米の買入れ（単価契約）2月分 78,818

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 砂糖外59点の買入れ（単価契約）2月分 504,638

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 リフラノンの買入れ(単価契約)2月分 15,876

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ペーパータオルの買入れ（単価契約）2月分 81,258

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医療用液化酸素外４点の買入れ　2月分 388,767

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 汚物処理バックの買入れ（単価契約）2月分 98,496
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託（単価契約）の支出（2月分） 90,720

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 産業廃棄物処分委託（単価契約）2月分 90,720

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 防塵マットの借入れ経費の支出　２月分 18,468

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 特定旅客自動車による運送契約(通ﾊﾞｽ3)(単契）2月分 777,708

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 経腸栄養輸液ポンプの借入れ（単価契約）2月分 24,840

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 特定旅客自動車による運送契約(通バス4)(単契）2月分 779,760

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 人工呼吸器の借入れ（その２）（単価契約）2月分 81,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 サージカルマスクの買入れ（単価契約）2月分 62,208

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プラスチックガウン（大）の買入れ（単価契約）2月 11,145

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 大型バス(ﾘﾌﾄ付)の雇上げ（単価契約）2月分 83,700

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 人工呼吸器の借入れに係る経費の支出　2月分 140,400

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 薬用ハンドソープの買入れ（単価契約）2月分 37,260

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 嘔吐物処理用品外２点の買入れ 154,483

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ノートブック外2点の買入れ 18,538

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ソフトカードケース外36点の買入れ（単価契約）2月 17,136

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ポリ袋の買入れ（単価契約）に係る経費　2月分 132,019

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 リンスインシャンプー外26点の買入れ（単価契約）2月 132,062

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター徴収事務委託　2月分 37,260

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター建物管理委託　2月分 2,925,426

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター食器洗浄業務委託　2月分 1,381,104

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 屋外雑排水ポンプ室ピット蓋修理 151,200

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 特定旅客自動車による運送契約(通バス1・2)単契 2月分 1,551,312

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 夜間看護従事者タクシー代支給経費(平成３０年２月分) 289,020

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（現金支給分） 67,491

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（現金支給分） 1,106

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（現金支給分） 50,674

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（現金支給分） 2,530

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について（現金支給分） 1,058

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アイソカルグルコパルの買入れ 4,050

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 メディカルキャップ外6点の買入れ 52,315

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 一般廃棄物処理委託（単価契約）2月分 587,160

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 一般廃棄物処理委託（単価契約）2月分 120,787

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 フルーツヨーグルトの買入れ（単価契約）2月分 18,030

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 医師当直用等寝具の借入れに係る経費の支出　2月分 160,239
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 画像診断業務委託（単価契約）の支出（2月分） 3,750

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 洋菓子の買入れ（単価契約）2月分 52,909

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 タピオンα外8点の買入れ（単価契約）2月分 620,956

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度協議会会費の支出について 20,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 庁有車運行業務委託（単価契約）2月分 62,856

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 和雑誌の買入れ（概算契約）2月分 84,359

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 魚類の買入れ（概算契約）2月分 411,442

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 芸能委託（テノールコンサート） 5,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 与薬カート外1件の買入れ 614,520

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プリンター修理 5,400

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 リサイクルトナーカートリッジ外5点の買入れ 61,462

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 清拭料の買入れ（単価契約）に係る経費の支出 28,512

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 歯ブラシ外12点の買入れ（単価契約）2月分 25,515

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ペーパーウェスの買入れ（単価契約）2月分 28,350

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 がん患者の消化器症状の暖和に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2017外1 3,693

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 チモロール点眼液の買入れ 1,740

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 希釈用ボトルの買入れ 745

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 セフメタゾールＮａ静注用１ｇの買入れ 2,505

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 照射赤血球液-ＬＲ　「日赤」の買入れ 35,452

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄﾌﾟﾗｽ標準ﾀｲﾌﾟ外6点の買入れ（単契）2月分 18,565

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プラスチック手袋の買入れ（単価契約）2月分 485,805

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プラスチックガウン外1点の買入れ（単価契約）2月分 223,560

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 感染症廃棄物収集運搬委託（単価契約）2月分 595,456

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 感染性廃棄物処分委託（単価契約）2月分 266,170

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 細菌検査業務委託（単価契約）2月分 62,100

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 肉類の買入れ（概算契約）2月分 308,996

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 呼吸器回路の買入れ 83,160

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 トイレブラシ外21点の買入れ 150,390

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,914

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 東京都立府中療育センター病棟作業業務委託　2月分 514,333

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター病棟作業業務委託　2月分 317,601

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 東京都立府中療育センター医事業務委託　2月分 1,525,176

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 保存袋外5点の買入れ 48,772

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について(システム処理分) 1,860
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について(システム処理分) 11,500

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 特別旅費 平成３０年２月分旅費の支出について(システム処理分) 1,799

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分旅費の支出について(システム処理分) 664

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 リンスインシャンプー外1点の買入れ 4,613

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単契・長契）２月分 36,978

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 キッチンペーパー外25点の買入れ（単価契約）２月分 112,179

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 干麺外96点の買入れ（単価契約）2月分 349,944

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 青果物の買入れ（概算契約）２月分 730,596

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 都立多摩総合医療ｾﾝﾀｰ検査業務協定による経費　２月分 10,486

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 寝具設備の借入れに係る経費支出　2月分 1,444,392

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アーテン散1％189点の買入れ（単契）　2月分 3,088,609

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ファインケア外13点の買入れ（単価契約）2月分 1,922,948

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,039

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 芸能委託（ソプラノコンサート） 9,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 芸能委託（フルートアンサンブル） 10,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 機械浴槽外4件修理 169,484

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 介護リフトの買入れ 494,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 球根皮剥機の買入れ 248,400

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 軟膏調剤・製造機の買入れ 601,560

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ボイラーソルトの買入れ 11,664

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 処方箋（病棟用）の印刷 34,560

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 止血剤外2点の買入れ 9,939

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ロスバスタチンOD錠外２点の買入れ 12,480

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 エネーボ配合経腸用液外１点の買入れ 19,431

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ペーパーウェスの買入れ 34,020

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 消毒剤の買入れ 1,746

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 診断キット外1点の買入れ 36,661

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 検査試薬外12点の買入れ 241,002

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 検査試薬外2点の買入れ 102,222

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 プラスチックガウンの買入れ 559,249

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 豆腐外4点の買入れ（単価契約）2月分 30,225

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 古紙等資源回収業務委託（単価契約）の支出（2月分） 2,980

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 Ａベンジン500ｍｌ外9点の買入れ（単契）2月分 627,451

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾝ錠「ﾄｰﾜ」外９点の買入れ（単契）2月分 49,680
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 使用済小型電子機器等の収集運搬・処分委託 108,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 使用済小型電子機器等の収集運搬・処分委託 54,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 水性ペン外22点の買入れ 93,929

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ソリッドステートタイマー外5点の買入れ 43,038

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

環境確保条例に基づく検証委託費用負担金の支出 12,986

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 平成30年度4月分看護宿舎借上げ住宅賃貸料の支出 70,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ゴム印の作成 27,875

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アーチスト錠2.5㎎外190点の買入れ（単契）2月分 1,970,570

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

電力料金負担金の支出（12月分） 3,895,697

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

電力料金負担金の支出（1月分） 3,958,481

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

電力料金負担金の支出（2月分） 3,735,605

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 スクラブA外12点の買入れ 114,912

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成２９年度福祉サービス第三者評価委託 918,000

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,933,027

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 リサイクルトナーカートリッジ外6点の買入れ 117,180

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ニトリル手袋外8点の買入れ 177,566

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 胃ろうバルーンボタン外3点の買入れ 141,037

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 転写ロールカートリッジ外2点の買入れ 50,544

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 個人防護具用ホルダー外4点の買入れ 37,648

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 オムツ外２点の買入れ（単価契約）2月分 116,367

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｼｭｱｼｰﾙﾄﾞＳＶｾｯﾄ外34点の買入れ（単契）2月分 159,597

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ＲＰクロスＹカット外18点の買入れ（単契）2月分 164,689

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ｶﾃｰﾃﾙﾁｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ外14点の買入れ（単契）2月分 429,040

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アテスト外17点の買入れ（単契）2月分 79,905

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ブレンダーム外10点の買入れ（単価契約）2月分 99,792

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 ハルンバック外28点の買入れ（単価契約）2月分 294,678

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 マイクロポア外16点の買入れ（単価契約）2月分 18,489

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

合同就職説明会(立川会場)の参加費支出について 194,400

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 アイソカルグルコパルの買入れ 16,200

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 重症心身障児のトータルケア改訂第2版外13点の買入れ 77,753

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 調剤台の買入れ 1,585,440

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 パソコンの買入れ 1,544,400

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 経腸栄養注入セット外７点の買入れ 164,538

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 導尿カテーテルの買入れ 15,984
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福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 輸血セットの買入れ 810

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 真空吸引機用ライナーの買入れ（単契）2月分 280,800

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 東京都立府中療育ｾﾝﾀｰ紙おむつ外16点　２月分 1,549,841

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 検体処理用包丁の研磨に係る経費の支出 46,980

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ２９年度複数少額支払案件に係る経費（役務費） 10,440

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ２９年度複数少額支払案件に係る経費（一般需用費） 1,806

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,938

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 廃液処分委託(有機溶剤)(単価契約)経費の支出(2月分) 6,480

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 図書の購入 19,244

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 図書の購入 40,761

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体ｸﾞﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型(三連四重極型)質量分析計の借入 441,936

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ２式の賃借 28,458

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフの賃借経費の支出 7,128

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析計の借入れ経費の支出 28,188

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS/MS）の借入れ 47,412

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフの借入れ経費の支出 12,852

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 遺伝子解析装置の借入れ経費の支出 10,260

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の借入れ(築地)経費の支出 44,496

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の借入れ（大田）経費の支出 29,592

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の借入れ（大田）経費の支出 40,716

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフの借入れ経費の支出 26,892

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフの賃借経費の支出 10,800

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借経費の支出 64,800

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 高速液体クロマトグラフ２件の借入れ経費の支出 235,440

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ３件の借入れ経費の支出 194,400

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ２件の賃借経費の支出 17,604

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 自動車の雇い上げ 54,000

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 庁舎清掃委託（築地） 58,428

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 原子吸光光度計の借入れ経費の支出 22,874

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 食品衛生外部精度管理委託 509,760

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 作業環境測定委託 228,614

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 作業環境測定委託（築地） 123,940

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 練習用ふぐの購入 56,700
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福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 蒸留水の購入（単価契約）(２月分) 423,640

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 生培地の購入（単価契約）経費の支出(２月分) 27,950

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 マウスの購入（単価契約）経費の支出（２月分) 15,930

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 試薬の購入（単価契約）経費の支出(２月分) 109,036

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 平成29年度白衣等の洗濯委託に係る経費の支出について 44,271

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 平成29年度白衣外１点の洗濯委託に係る経費の支出 5,486

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 文書溶解処分業務委託（単価契約） 25,758

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 シャーレの購入（単価契約）経費の支出（３月分） 19,440

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 排水分析業務委託 756

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 排水分析業務委託（築地） 7,236

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 平成29年度　近接地内旅費の支出について(３月確認分) 105,672

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　近接地内旅費の支出について(３月確認分) 7,651

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,758

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,399

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,690

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,344

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵券の購入に伴う経費の支出について（大田出張所） 7,500

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 郵券の購入に伴う経費の支出について（足立出張所） 5,550

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ごみ袋の購入に伴う経費の支出について（大田出張所） 80,000

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 43,696

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約経費の支出(単価契約)(2月分) 33,118

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 スキャナー外19点の購入 168,458

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 図書の購入 9,687

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 薬品保管庫の買入れ 934,200

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 追録の購入 22,680

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費
負担金補助及交付
金

29年度事務室等使用に係る光熱水費等の支出（築地） 252,601

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 特定毒物研究者の許可申請に伴う診断書作成経費の支出 8,640

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,941

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,625

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「平成29年度いちばの食品衛生」作成及び配布について 66,690

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 中央卸売市場事務室等使用に係る経費の支出（築地） 1,310,753

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費
負担金補助及交付
金

平成29年度事務室等使用に係る光熱水費等の支出(大田) 155,844

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 生培地の購入（単価契約）経費の支出(3月分) 27,669
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福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 試薬の購入（単価契約）経費の支出(3月分) 42,638

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 硫酸ナトリウム外１８点の購入 279,622

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ふぐ試験の有毒部位廃棄に係る経費の支出 3,900

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ふぐ試験の包丁研ぎに係る経費の支出 29,160

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 白作業帽の購入 307,800

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 冷却水循環装置外１点の買入れ 577,314

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 中央卸売市場事務室等使用に係る経費の支出（大田外） 1,526,511

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料の支払いについて 37,985

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ｢市場で働く方のための有毒魚介類の見分け方｣ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 194,400

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 赤外線放射温度計外35点の購入 610,556

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 高純水製造装置外１点の買入れ 1,355,940

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 0.1mlインサート外57点の購入 1,169,964

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 廃液収集運搬委託（単価契約）経費の支出 28,080

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 ＥＣＤ取り外し及び廃棄委託 368,280

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 硫酸ナトリウム外４３点の購入 906,703

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約) 48,600

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約) 57,510

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 アスベスト分析調査委託 243,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 超高速液体クロマトグラフの借入れ 39,420

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 リアルタイムＰＣＲ装置の借入れ 123,984

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 液体クロマトグラフ四重極質量分析計の借入れ 328,020

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 検査番号札の印刷 556,697

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ 6,372

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ 47,628

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 自動固定包埋装置の修理 169,992

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 ドラフトチャンバー保守点検委託 162,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 引違い書庫外39点の買入れ 254,727

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ガラス繊維ろ紙外１９点の買入れ 294,062

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（一般需用費３月分）の支出 21,528

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（役務費３月分）の支出 5,694

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 東京都芝浦食肉衛生検査所建物清掃委託 127,440

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 所内研修に係る講師謝礼の支出について 85,481

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 検査情報フィードバックシステムに係る機器の賃借 332,640
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福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 東京都芝浦食肉衛生検査所設備保守管理委託 92,880

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 検査情報フィードバックシステムの保守委託 97,200

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 ガスクロマトグラフ質量分析装置の借入れ 30,024

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 生物顕微鏡の買入れ 1,793,124

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 動物用自動血球計数装置の買入れ 2,321,568

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 保護帽の買入れ 48,600

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 調査研究発表会抄録の作成 57,240

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 研磨機用砥石の買入れ 129,600

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 検印用インク外16点の買入れ 277,744

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 光熱水費 検印用インク外16点の買入れ 3,110

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ソフト抗菌前掛け外７点の買入れ 171,860

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 食肉衛生検査システムに係る機器の賃借 11,221

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ＢＳＥ検査キット外１点の買入れ 137,160

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認分） 6,324

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認分） 660

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 文書溶解処分業務委託（単価契約） 25,758

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 工事請負費 食肉衛生検査ｼｽﾃﾑﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ増設移設工事 4,428,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約（単価契約） 13,767

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 貸与被服(白作業上衣外)の買入れ 1,006,333

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 リアルタイムPCRの保守点検委託 453,600

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 牛白血病エライザキット外9点の買入れ 292,604

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,893

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,576

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,514

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,406

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,026

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 施設使用料等の負担金の支出 4,023,415

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費
負担金補助及交付
金

平成２９年度電気・水道料金の支出について 624,038

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費
負担金補助及交付
金

平成２９年度再生水・地域冷暖房使用料の支出について 1,329,547

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ポケットなし防寒白衣の買入れ 53,676

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 東京都芝浦食肉衛生検査所洗濯委託（単価契約） 291,662

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 産廃（事務室用）収集運搬・処分委託（単価契約） 881

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 産廃（事務室用）収集運搬・処分委託（単価契約） 1,192

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 一般廃棄物（ごみ等）収集運搬・処分委託（単価契約） 1,278
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福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 一般廃棄物（ごみ等）収集運搬・処分委託（単価契約） 1,596

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「日本豚病研究会会報誌」の購読 3,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 一般廃棄物（ごみ等）収集運搬・処分委託（単価契約） 1,117

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 一般廃棄物（ごみ等）収集運搬・処分委託（単価契約） 1,395

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 デシケーター外３点の買入れ 971,460

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 伸縮式コートハンガー外３１点の買入れ 339,174

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 軍足外18点の買入れ 565,358

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 軍足外18点の買入れ 221,400

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 備品購入費 生物顕微鏡の買入れ 1,310,040

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 精密検査室ＣＡＶ交換 197,640

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 馬脱繊維血液外３４点の買入れ 386,780

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ＮＨイムノクロマトＯ１０３外８点の買入れ 240,775

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ベノジェクトⅡ真空採血管外１７点の買入れ 223,484

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 36,245

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ワイヤレスマイクロホン外４点の買入れ 1,026,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 産業廃棄物（廃油等）処分委託（単価契約） 9,720

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 プレミアムチップ外３２点の買入れ 800,658

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 核酸抽出装置の修理 173,880

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ピペットの点検校正 206,344

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 白長靴の買入れ 134,514

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 窒素ガス発生装置の保守点検委託 581,785

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 作業環境測定委託 358,085

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食肉検査カラーアトラス（追補版）の作成 88,830

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 バイオハザード対策用キャビネット保守点検委託 324,000

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 産業廃棄物（廃プラ類等）収集運搬委託（単価契約） 19,440

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 産業廃棄物（廃油等）収集運搬委託（単価契約） 19,440

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 エアーハンドリングユニットベアリングの交換 286,200

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 遠心送風機ベアリングの交換 197,640

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 176,040

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 28,944

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 平成29年度常時必要とする資金に係る経費（3月分） 70,000

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 高速道路自動料金システム（ETC)の使用料（1月分） 56,630

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「引取り・収容動物の公示方について（依頼）」の印刷 46,008

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 29年度動物取扱責任者研修講師謝礼金の支出（第４回） 40,765
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福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 59,424

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 66,900

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 6,000

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 空調設備保守及び点検業務委託（城南島出張所）2月分 16,200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 床等清掃業務委託（多摩支所）2月分 84,780

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 床等清掃業務委託（城南島出張所）2月分 39,744

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 床等清掃業務委託（本所）2月分 42,768

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬・猫等の搬送業務委託（1月分） 272,160

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 動物取扱業等管理システムに係る機器の借入（2月分） 100,980

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 巡視服外8点の洗濯業務委託・本所（2月分） 26,460

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 負傷犬等の夜間収容業務委託（2月分） 151,200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 空調設備保守及び点検業務委託（多摩支所） 2月分 57,780

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 収容動物情報データベース保守委託　２月分 43,200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 庁有車保守管理委託　2月分 178,200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬、猫等の引取り及び収容等業務委託多摩支所　1月分 1,225,800

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬、猫等の引取り及び収容等業務委託（本所）1月分 749,952

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物取扱業等管理システム保守委託（2月分） 169,614

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託（本所）2月分 907

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（本所）2月分 907

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（本所）2月分 1,058

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（本所）2月分 2,117

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 再生資源回収業務委託（本所）２月分 2,187

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 再生資源回収業務委託（本所）２月分 2,187

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 巡視服外8点の洗濯業務委託・多摩支所（2月分） 4,363

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 巡視服外７点の洗濯業務委託・城南島出張所（2月分） 8,078

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物愛護相談センター（本所）警備業務委託　2月分 30,240

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物愛護相談センター多摩支所警備業務委託　2月分 30,240

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物愛護相談ｾﾝﾀｰ城南島出張所警備業務委託　2月分 30,240

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 149,104

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 庁有車車検に係る経費の支出について 34,700

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 公課費 庁有車車検に係る経費の支出について 39,400

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 報償費 平成29年度処分犬評価人に対する経費の支出（２月分） 39,940

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 庁有車代行運転業務委託（2月分） 213,876

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 空調設備保守及び点検業務委託（本所）（2月分） 12,960
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福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 備品購入費 小型四輪貨物自動車の買入れ 4,055,590

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 小型四輪貨物自動車の買入れに伴う経費の支出 30,906

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 公課費 小型四輪貨物自動車の買入れに伴う経費の支出 19,800

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（平成30年2月分） 808,746

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 電気料金の支出（平成30年2月分） 432

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 雑誌「CAP」の購読に伴う経費の支出 31,320

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 雑誌「獣医畜産新報」の購読に伴う経費の支出 20,300

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 雑誌「食品衛生研究」の購読に伴う経費の支出 9,600

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 雑誌「ビバリウムガイド」の購読 5,200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 備品購入費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の買入れ 539,438

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 解剖台修繕(城南島出張所) 291,060

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託（多摩支所）2月分 4,320

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（多摩支所）2月分 2,569

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（多摩支所）2月分 4,320

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（多摩支所）2月分 1,360

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 再生資源回収業務委託（多摩支所）2月分 2,160

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 再生資源回収業務委託（多摩支所）2月分 868

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（多摩支所）2月分 673

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 自動車用燃料の買入れ経費(単価契約)(城南島)(2月分) 43,504

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 自動車用燃料の買入れ経費(単価契約)(本所)(2月分) 23,836

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等の借入れ経費（2月分） 23,656

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 インターネットの接続(プロバイダ契約)の経費(2月分) 2,270

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 浄化槽等汚水処理施設維持管理委託（多摩支所） 66,679

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れの伴う経費の支出（2月分） 82,620

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 54,756

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 200

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 10,931

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 複写サービス契約（単価契約）に伴う経費（2月分） 26,570

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 5,961

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬・猫等の搬送業務委託　２月分 272,160

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,224

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,867

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,158

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 119,637
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福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬・猫等処理業務等及び飼養管理業務委託　２月分 2,937,330

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬、猫等の引取り及び収容等業務委託（多摩）2月分 1,152,252

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 犬、猫等の引取り及び収容等業務委託（本所）２月分 677,376

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 動物取扱責任者研修業務委託（第４回目分） 810,000

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 雑誌「クリーパー」の購読 2,982

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 医療用廃棄物収集運搬委託（2月分） 26,460

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 医療用廃棄物処分委託（2月分） 13,500

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 庁有車の車検に係る経費 17,350

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 公課費 庁有車の車検に係る経費 16,400

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,560

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 136,147

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,908

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「納付書（動物取扱責任者研修）」外２点の印刷 357,588

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外36点の買入れ 167,343

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「納付書兼納入済通知書（畜犬登録等）」外５点の印刷 117,666

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 猫砂外３１点の買入れ 926,235

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 ウイルス輸送用培地外19点の買入れ 241,704

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 動物用イヤークリーナー外5点の買入れ 77,284

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 工事請負費 汚水桝等改修工事 594,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 平成30年度都立高校入学受験に係る経費（二次入考料） 57,200

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 特別育成費に係る経費の資金前渡（3月分） 37,280

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 学校教育費に係る経費の資金前渡（3月分） 15,420

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 学校教育費に係る経費の資金前渡（3月分） 31,550

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

学校教育費に係る経費の資金前渡（3月分） 4,140

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 学校教育費に係る経費の資金前渡（3月分） 20,900

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 生活指導訓練費に係る経費の資金前渡（3月分） 296,388

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

学校負担金に係る経費（小学校　教材費等3月分） 20,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

学校負担金に係る経費（中学校　教材費等3月分） 34,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 備品購入費 学習机の買入れ 1,454,112

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 児童の就職に伴う就職支度費の資金前渡及び精算 81,260

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童の就職に伴う就職支度費の資金前渡及び精算 117,070

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 修学旅行（中学校）の引率に係る経費（職員分） 5,184

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 修学旅行（中学校）の引率に係る経費（職員分） 25,500

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 自家用電気工作物点検保守委託　２月分 27,000
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福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 タクシー供給契約の支出　１月分 59,575

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託　２月分 14,742

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 維持管理用消耗品費等に係る経費の資金前渡（３月分） 218,849

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 寮外食費等に係る経費の資金前渡（3月分） 154,201

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 児童理髪に係る経費の資金前渡（3月分） 124,092

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 有料道路及び駐車場使用料等に係る経費（3月分） 20,220

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 児童移送費等に係る経費の資金前渡（3月分） 48,657

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 児童日用雑貨費に係る経費の資金前渡（3月分） 446,662

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 誠明学園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入事業実施に伴う経費の支出 17,924

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ 115,452

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 お別れ外食に係る経費 369,600

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 お別れ外食に係る経費 2,280

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 お別れ外食に係る経費 9,890

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 腸内細菌検査委託　２月分 51,321

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 産業廃棄物処分委託　２月分 7,938

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 網戸外８件の修繕 221,184

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,818,705

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 遊歩道管理委託　２月分 76,204

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 菓子類の買入れ（概算契約）　２月分 61,871

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 乳酸菌飲料等の買入れ（概算契約）　２月分 64,290

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 米類の買入れ（単価契約）　２月分 179,010

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 埼玉県立高校受験に係る経費（入学料） 5,650

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 児童被服費に係る経費の資金前渡（3月分） 444,163

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 児童寝具類費に係る経費の資金前渡（3月分） 101,391

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 医療費に係る経費の資金前渡（3月分） 58,752

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 寮外出実施に係る経費 15,600

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 寮外出実施に係る経費 3,400

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 寮外出実施に係る経費 13,900

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 寮外出実施に係る経費 26,300

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 寮外出実施に係る経費 2,520

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 寮外出実施に係る経費 34,400

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 平成30年度私立高等学校入学試験受験に係る経費 25,648

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 洗濯業務委託　２月分 13,716

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 自動車運転業務委託　２月分 454,356
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福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 豆腐類の買入れ（概算契約）　２月分 74,952

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 牛乳類の買入れ（概算契約）　２月分 272,918

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 魚介類の買入れ（概算契約）　２月分 882,923

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約　２月分 25,655

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ　2月分（長期継続契約） 66,657

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ　2月分（長期継続契約） 247,860

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 献立システム機器賃貸借経費2月分（長期継続契約） 48,891

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 調理用品の買入れ 167,918

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 小学校宿泊学習引率に要する経費の支出及び清算 56,904

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 都立高校入学に係る経費（入学料　二次募集分） 5,650

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

宿泊学習に係る経費（小学校） 1,145,196

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 高校進学に係る経費 1,210

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 高校進学に係る経費 114,168

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 特別支援学校高等部進学に係る経費 130

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

特別支援学校高等部進学に係る経費 5,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 特別支援学校高等部進学に係る経費 57,834

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 建物管理委託　２月分 1,155,200

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 特別支援学校高等部進学に係る経費 35,186

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 高校進学に係る経費 1,210

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 高校進学に係る経費 107,136

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 特別旅費 行政実務研修員（1名）の旅費の支出について 1,240

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 麺類の買入れ（概算契約）　２月分 111,842

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 パン類及びケーキ等の買入れ（概算契約）　２月分 260,555

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 619,397

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,016

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,974

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,458

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,528

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 高校進学に係る経費 1,330

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 高校進学に係る経費 103,684

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 野菜類の買入れ（概算契約）　２月分 1,089,910

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 調味料及び乾物等の買入れ（概算契約）　２月分 1,004,996

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 特別支援学校高等部進学に係る経費 2,398

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

特別支援学校高等部進学に係る経費 10,000
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福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 特別支援学校高等部進学に係る経費 97,934

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の追給 9,810

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 高校進学に係る経費 1,680

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 高校進学に係る経費 103,590

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,696

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,119

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 貸与被服の買入れ 670,042

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 スポーツ用品の買入れ 167,756

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 肉類及び食肉加工品の買入れ（概算契約）　２月分 547,524

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 排水設備外５件の修繕 358,776

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 タクシー供給契約の支出　２月分 18,644

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 寮外出実施に係る経費 4,800

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 寮外出実施に係る経費 13,860

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託経費 63,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 中学校宿泊学習引率 117,100

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 特別旅費 中学校宿泊学習引率 29,275

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 備品購入費 冷蔵庫の買入れ 374,760

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

修学旅行に係る経費（中学校） 2,149,290

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 運動靴外７２点の買入れ 764,307

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外３６点の買入れ 180,618

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出（３月確認分） 57,397

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 工事請負費 内線電話増移設工事 135,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 衣類乾燥機外５件の修繕 138,456

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 青梅市有料ゴミ袋（家庭用）の購入経費 69,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 トラクター外3件の修繕 38,588

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）3月分 250,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（役務費）3月分 50,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 光熱水費 ガソリン外の支出及び精算　3月分 60,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 生活用品購入経費外の支出及び精算　3月分 656,320

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 行事用飲食物経費外の支出及び精算　3月分 42,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 児童給食用賄費外の支出及び精算　3月分 50,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 医務用医薬品外の支出及び精算　3月分 50,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 児童移送費外の支出及び精算　3月分 70,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

学校負担金外の支出及び精算　3月分 80,000
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福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 生活指導訓練費の支出及び精算　3月分 250,004

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 高校生特別育成費の支出及び精算　3月分 40,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童医療費外の支出及び精算　3月分 170,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 施設使用料外の支出及び精算　3月分 145,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 都立高等学校入学料の支出 24,700

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 都立高等学校第二次募集・後期募集の入学考査料の支出 39,600

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 お別れ外食及び寮外出実施経費の支出 305,120

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 お別れ外食及び寮外出実施経費の支出 5,400

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 お別れ外食及び寮外出実施経費の支出 42,100

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

修学旅行経費の支出について 1,753,936

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 修学旅行経費の支出について 115,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 備品購入費 物置の買入れ 377,784

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 修学旅行付添職員経費の支出 44,712

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 修学旅行付添職員経費の支出 13,878

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 修学旅行付添職員経費の支出 179,568

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 平成29年度修学旅行引率に伴う旅費の支出 391,284

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 腐葉土外5件の買入れ 223,128

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 衣類等の購入経費の支出について（６寮） 10,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 平成29年度苦情解決制度報告会委員交通費実費支出 600

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 萩山実務学校清掃委託に係る経費の支出（2月分） 375,840

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託に係る経費　2月分 24,840

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 作業環境測定業務委託に係る経費の支出（２月分） 43,200

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 スキー教室経費の支出 55,400

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 スキー教室経費の支出 64,500

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 スキー教室経費の支出 72,350

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 都立高等学校入学手続時納入金の支出 650

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 都立高等学校入学手続時納入金の支出 157,570

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）（２月分） 24,343

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出（2月分） 12,582

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 細菌培養検査等委託に係る経費の支出（2月分） 8,748

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れに係る経費の支出　2月分 58,212

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 萩山実務学校自動車運行管理業務委託に係る経費　2月 292,410

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューター集団学習装置の賃貸借料2月 154,440

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ経費の支出について（2月分） 14,364
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福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 献立業務システムの機器の借入れの支出　（2月分） 48,891

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 入所児童の高校入学に伴う物品購入経費の支出（６寮） 324

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学に伴う物品購入経費の支出（６寮） 84,294

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 ゴム印外2件の買入れ（単価契約）経費の支出（2月分） 216

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 児童理髪委託経費の支出について　（2月分） 117,936

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 不燃ごみの処分委託（単価契約）に係る経費（2月分） 15,066

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 619,784

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 乾物類買入経費の支出（概算契約）（2月分） 609,681

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 牛乳類購入代金の支出（概算契約）（2月分） 138,868

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 パン類買入経費の支出（概算契約）（2月分） 69,728

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 菓子類買入経費の支出（概算契約）(2月分） 101,989

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 麺類買入経費の支出（概算契約）(2月分） 51,256

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 豆腐類買入経費の支出（概算契約）(2月分） 60,530

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 一般廃棄物の収集運搬及び処理委託に係る経費　2月分 12,074

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 一般廃棄物の収集運搬及び処理委託に係る経費　2月分 30,100

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 不燃ごみの収集運搬委託に係る経費の支出　（2月分） 8,370

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 単身公舎302号室ユニットバストイレ漏水修繕 165,672

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 校舎棟給水管地中漏水外1件の漏水修繕 118,476

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報償費の継続支払(平成30年2月分） 54,004

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 工事請負費 百周年記念館エアコン新設工事 1,829,520

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 雑誌類の買入れ経費の支出　（2月分） 9,853

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 3寮フロアヒンジ外2件の修繕 171,720

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 自動車の法定点検に伴う経費の支出について 72,139

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 自動車の法定点検に伴う経費の支出について 36,866

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 公課費 自動車の法定点検に伴う経費の支出について 32,800

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 入所児童の高校入学に伴う諸経費の支出（けやき寮） 130

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学に伴う諸経費の支出（けやき寮） 101,402

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出（３月確認分） 80,127

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 職員室及び3寮屋上一部防水修繕 421,200

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 工事請負費 汚水ポンプ取替工事 818,856

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 トレッキングシューズ外12件の買入れ 499,500

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（けやき寮） 1,100

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（けやき寮） 64,984

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 魚介類買入経費の支出（概算契約）(2月分） 460,529
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福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 食缶外4件の買入れ 217,296

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 青果類買入経費の支出（概算契約）（2月分） 793,483

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 肉類買入経費の支出（概算契約）（2月分） 523,587

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 冷凍食品買入経費の支出（概算契約）（2月分） 44,624

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 乳製品買入経費の支出（単価契約）（2月分） 29,187

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 精米買入経費の支出（単価契約）（2月分） 180,792

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（けやき寮） 13,900

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 運動靴外7件の買入れ 113,068

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 平成２９年度卒業式経費の支出 137,600

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 衣類等購入経費の支出（かしわ寮） 10,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,307

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,287

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,546

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,594

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,652

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

社会科見学実施に伴う負担金の支出 191,320

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 普通旅費 ３月支給分旅費の誤支給是正（追給分） 302

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 調理衣外5件の買入れ 36,882

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 １寮外出実施経費の支出 9,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 １寮外出実施経費の支出 3,780

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 １寮外出実施経費の支出 13,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 ６寮外出実施経費の支出 8,640

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ６寮外出実施経費の支出 16,200

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 さくら寮外出実施経費の支出 7,560

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 衣類等購入経費の支出（１寮） 10,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（１寮） 972

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（１寮） 109,514

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 板材外3件の買入れ 116,640

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 自転車点検整備の支出について 28,500

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 卒業写真の撮影及び現像 50,652

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 一般貸切自動車の雇上げ（スキー教室） 330,040

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 旅費 特別旅費 例月特別旅費の支出（３月確認分） 1,132

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 卒業記念ＣＤの制作委託 189,000
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福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 備品購入費 テント外４件の買入れ 396,144

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 テント外４件の買入れ 304,133

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 備品購入費 折りたたみ式リヤカー外1件の買入れ 730,879

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 甲手外９件の買入れ 208,634

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,088,076

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 校内サクラ（株立）伐採作業 264,600

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 校内サクラ（株立）伐採作業 97,200

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 平成29年度東京都福祉サービス第三者評価委託 594,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 卒業式会場設営委託 544,320

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 校内樹木剪定作業 205,200

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 校内樹木剪定作業 32,400

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 掃除機外3点の買入れ 209,520

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 入所児童の高校入学物品購入経費の支出（けやき寮） 23,588

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 卒業記念文集の印刷 174,150

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 毛筆外５件の買入れ 167,486

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 管理棟男子トイレ小便器取替修繕 99,900

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 空気清浄機外5件の修繕 74,196

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 木工ヤスリ外11件の買入れ 102,081

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 東京都立萩山実務学校緑地保守管理委託（1月分） 302,400

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 門扉トロ車交換外１件の修繕 449,280

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 １寮居室壁及び建具の修繕 324,000

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 炊飯器外8点の買入れ 337,824

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 需用費 一般需用費 インナースパッツ外21件の買入れ 420,724

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 50,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 2,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 出張判定業務に伴うタクシー利用料金前渡金（３月分） 30,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 電話料金の支出（多摩支所仮移転先）（1月分） 10,484

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 法定12か月点検及び車検に伴う自動車重量税等の支出 26,930

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 公課費 法定12か月点検及び車検に伴う自動車重量税等の支出 24,600

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 業務支援システム保守委託　２月分 53,244

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 業務支援システム用電子機器等の借入れ　２月分 33,480

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（２月分） 22,032

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ（２月分） 68,040

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 未支払東京都重度心身障害者手当 420,000
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福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,183

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 205,940

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 電話機器の借入れ（2月分） 57,780

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 昇降機保守点検委託（2月分） 51,840

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れに係る前渡金の支出 7,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 特別児童扶養手当認定診断書外１点の印刷 87,264

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 プリンタの借入れ（２月分） 8,316

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 手帳システム用電子機器等の借入れ（２月分） 159,840

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(4月分） 53,551

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(4月分） 25,384

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(4月分） 5,650

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分 81,268

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 手話通訳委託（その２）に係る経費（2月分） 15,300

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 手話通訳委託（その３）に係る経費（2月分） 29,670

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 身体障害者手帳交付データ等の穿検孔委託（２月分） 80,061

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報酬の支払について（2月分） 63,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 手話通訳委託（その４）に係る経費（2月分） 10,340

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 手話通訳委託(その５)に係る経費（2月分） 23,650

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 身障手帳交付等事務システム保守管理委託（２月分） 83,376

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件について（３月分） 95,054

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 複数の少額支払案件について（３月分） 41,432

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件について(法定研修）（３月分） 1,933

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 複数の少額支払案件について(法定研修）（３月分） 29,950

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 郵券等の買入れ（H30年3月分） 59,470

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 H29東京都自立支援協議会第2回本会議の委員謝礼支出 184,963

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れ（２月分） 3,888

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 パーテーションの買入れ 1,576,368

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 東京都相談支援従事者演習指導者養成研修講師謝礼 349,110

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 14,580

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 別館利用者送迎業務委託　２月分 272,160

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,413

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,012

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 空調設備運転管理業務及び運転切替業務委託（2月分） 226,422

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 床等の清掃委託（多摩支所仮移転先） 168,480
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福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 カーテン洗濯委託 23,220

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 オージオメータ外1点の運搬委託 9,720

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 東京都重度心身障害者手当(平成30年2月分) 591,600,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 手話通訳委託（その１）に係る経費（2月分） 16,460

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 48,666

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 21,600

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（本所）（概算契約）（２月分） 23,725

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

需用費 一般需用費 ワイヤレスマイク外7点の買入れ 297,432

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

需用費 一般需用費 案内表示板の買入れ 133,920

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 インフォメーションカウンター外6点の買入れ 552,096

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 備品購入費 インフォメーションカウンター外6点の買入れ 270,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 ファイルスタンド外９点の買入れ 19,056

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 白杖外１点の買入れ 36,350

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 壁固定金具外6点の買入れ 347,716

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 壁固定金具外6点の買入れ 147,960

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 工事請負費 エアコンディショナー設置工事（多摩支所仮移転先） 140,400

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 複写機の運搬業務委託 54,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 フリース毛布セット外4点の買入れ 249,760

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

需用費 一般需用費 パネル外6点の買入れ 317,714

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 2,624

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 62,141

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 報償費 第3回高次脳機能障害者相談支援研修会講師謝礼 64,111

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 医療機器の運搬委託 199,800

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 料金後納郵便に係る経費の支出（３０年２月分） 379,102

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 ルポール麹町駐車場賃貸借契約（2月分） 42,120

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 乗用自動車管理業務委託（2月分） 227,944

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 機械警備委託（多摩支所仮庁舎）（2月分） 24,948

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 心身障害者福祉センター別館清掃委託（2月分） 148,608

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 建物警備委託（2月分） 118,800

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ（2月分） 78,084

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 自家用電気工作物の保安管理業務委託 24,840

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（２月分） 16,916

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（２月分） 4,574

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 文書保管運搬・処分委託（2月分） 85,428
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福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 文書保管運搬・処分委託（2月分） 49,068

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,707

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,429

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,318

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 131,473

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 オージオメータ外４点の校正 717,120

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 補聴器及び補聴器特性測定装置の校正 152,400

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 備品購入費 電動昇降ベッド外5点の買入れ 659,180

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 電動昇降ベッド外5点の買入れ 222,870

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

需用費 一般需用費 電動昇降ベッド外5点の買入れ 376,675

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 円筒形リチウム電池外4点の買入れ 44,182

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 ＤＶＤの買入れ 170,100

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 身障手帳システム用電子機器の移設等作業委託 270,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 左足根中足義足（殻構造・足袋型）外３点の買入れ 265,885

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 清拭クロス外２１点の買入れ 384,016

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 補聴器の修繕 66,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 角２封筒宛名刷り込み印刷 52,920

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 旅費 特別旅費 非常勤職員の確定払い旅費（２月分） 30,223

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 自立支援協議会本会議に係る録音データの反訳委託 77,760

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 敷地内の下草除草及び落葉清掃委託（2月分） 16,200

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

心障センター別館電気料金及び水道料金（2月分） 65,319

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 確定払い旅費（２月分） 29,570

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 旅費 普通旅費 確定払い旅費（２月分） 352,401

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 旅費 特別旅費 確定払い旅費（２月分） 12,632

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 普通旅費 確定払い旅費（２月分） 6,339

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,020

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 インターネット接続サービスの利用（２月分） 1,622

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 電話料金の支出（多摩支所仮移転先）（2月分） 10,484

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

役務費 業務支援システム用電子機器等移設等作業委託 86,400

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 業務支援システム用電子機器等移設等作業委託 183,600

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 受水槽等の清掃委託 140,400

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 傘滴取り外17点の買入れ 220,212
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福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 傘滴取り外17点の買入れ 259,329

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 29年度第2回東京都サービス管理責任者研修講師謝礼 1,198,223

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 報償費 第2回東京都相談支援従事者初任者研修講師謝礼 1,402,085

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 報償費 H29社会生活評価プログラムGW（第6回）講師謝礼 16,701

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係る経費の支出（３０年２月分） 28,069

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係る経費の支出（３０年２月分） 8,884

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 未支払東京都重度心身障害者手当 780,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,094

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アルコールタオルの買入れ 14,904

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

第97回日本病理組織技術学会の参加経費 5,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 水洗便所用薬剤供給装置外3点の借入れ　２月分 83,214

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 貸鉢の借入れ　２月分 8,640

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 業務サポートシステム保守委託　２月分 10,800

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計の借入れ　２月分 794,880

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡請求（一需・３月分） 70,124

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡請求（役務・３月分） 48,119

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 玄関マットの借入れ　２月分 17,280

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計の保守点検委託　1月分 372,600

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 活性炭マスク外１点の買入れ 276,372

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 接着剤外18点の買入れ 220,876

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ミクロトーム替刃の買入れ 71,604

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 スクラブの買入れ 281,880

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 血液検査委託（尿中ケトン体外３７件） 195,276

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療廃棄物（臓器類）処分委託の支払い（２月分） 142,074

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 医療廃棄物（臓器類）収集運搬委託の支払い(２月分） 180,738

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 CT画像閲覧システム保守委託の支払い　２月分 92,880

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れに係る支出　２月分 26,436

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 ファイルサーバ等の借入れに係る支出　２月分 27,315

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 死因統計システム電子機器計算装置の借入れ　２月分 40,629

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 死因統計システム電子機器計算装置の借入れ　２月分 117,979

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 血液及び結核菌等検査委託（単契）の支払い　１月分 130,233

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ﾌｧｲﾔｰｳｫｰﾙ兼ｳｲﾙｽ対策ｹﾞｰﾄｳｪｲ借入れの継続支払い 2月分 37,584

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 感染性排水処理設備定期保守委託の支払い　2月分 86,400

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 医療廃棄物（廃液）収集運搬委託の支払い　２月分 44,323
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福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 インターネットの利用（２月分） 5,724

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析計の保守点検委託　2月分 372,600

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 電子書籍の継続購読ライセンス買入れ 305,478

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ノートパソコン外１点の買入れ 41,040

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 ノートパソコン外１点の買入れ 415,584

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 丸底スピッツ外6点の買入れ 135,918

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 針金外２点の買入れ 205,027

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 中性緩衝ホルマリン液外４点の買入れ 182,260

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ドライトランスポートシステム外４点の買入れ 276,285

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 融雪剤外４点の買入れ 63,858

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 活性アルミナ外４点の買入れ 145,152

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ラボシート外11点の買入れ 204,130

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 医療廃棄物（保存廃液）収集運搬処分委託　２月分 21,600

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療廃棄物（保存廃液）収集運搬処分委託　２月分 10,800

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）の支払い　２月分 8,905

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）の支払い　２月分 6,966

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度東京都監察医務院倫理委員会の開催経費 134,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,369,328

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 東京都監察医務院建物管理委託の支払い　1月分 2,410,560

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

第43回日本脳卒中学会学術集会の参加経費 8,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について 76,582

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 Ｔ字型ノミ外1点の買入れ 252,180

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 産業廃棄物（粗大ごみ等）の収集運搬・処分委託 54,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 産業廃棄物（粗大ごみ等）の収集運搬・処分委託 59,292

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 検査容器（ＮＰヘパリン９ｍｌ）外８点の買入れ 61,479

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 防じんマスク外1点の買入れ（単価契約）の支出　２月 99,144

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 抗Ｈレクチン外4点の買入れ（単価契約）の支出　２月 188,103

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ﾃﾞｨｽﾎﾟ替刃ﾒｽ外7点の買入れ（単価契約）の支出　２月 228,722

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 丸底スピッツ外6点の買入れ（単価契約）の支出　2月 39,787

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ｱｸｱﾁｯﾄﾞ用添加剤の買入れ（単価契約）２月 25,920

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 純水製造装置用消耗品当11点の買入れ（単価契約）2月 95,904

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

第7回法医中毒研究会セミナーの参加経費 5,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 システム生物顕微鏡の買入れ 1,579,446

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 広口瓶外8点の買入れ（単価契約）の支出　２月 390,571
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福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アルコールの買入れ（単価契約）の支出　２月 130,917

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ペーパータオル外５点の買入れ（単価契約）の支出2月 99,262

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 除菌消臭剤外4点の買入れ（単価契約）の支出　2月 14,256

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 医療器具研磨委託（単価契約）の支払い　2月 157,194

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 洗濯委託（単価契約）の支払い　2月 192,553

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 死因統計システムのデータ入力委託の支払　２月分 93,078

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置(CT)保守委託の継続支払い 2月分 2,025,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 東京都監察医務院遺体搬送業務委託の支出　２月分 10,358,550

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 監察医務院遺体搬送業務委託追加契約（単価契約 2月分 42,141

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 遺体搬送に係る道路通行料等使用料の支払い　２月分 295,640

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 オペラテ手袋外9点の買入れ（単価契約）の支出　2月 328,644

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 シリンジ外6点の買入れ（単価契約）の支出　2月 168,048

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アセトニトリル外12点の買入れ（単価契約）の支出1月 99,144

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 アセトニトリル外12点の買入れ（単価契約）の支出2月 129,470

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 検案自動車運送の自動車雇上契約（単価契約）２月分 5,441,580

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 検案自動車に係る道路通行料等使用料の支払い ２月分 218,640

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 医療廃棄物収集運搬・処分委託追加契約　２月分 100,354

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療廃棄物収集運搬・処分委託追加契約　２月分 78,537

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 空気清浄機の買入れ 498,960

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 個人被ばく線量測定委託（単価契約）の支払い　2月分 3,240

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,262

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,919

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 ケミカル脱臭フィルターカートリッジ外2点の買入れ 5,616,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

第82回日本循環器学会学術集会への参加経費 18,000

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 東京都監察医務院建物管理委託の支払い　２月分 2,118,960

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について 62,065

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月 28,019

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る継続支払（単価契約） 23,986

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 洗濯洗剤外15点の買入れ（単価契約）１月 12,490

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 洗濯洗剤外15点の買入れ（単価契約）２月 27,113

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,016

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 携帯情報端末修繕 63,180

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度環境確保条例に基づく検証委託費用の納付 13,814

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 4,914
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福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 61,223

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年２月分） 699

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 備品購入費 画像格納用ＮＡＳ外１点の買入れ 1,086,804

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 209,737

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について:１月分 334,031

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（松沢病院）１月分 85,710

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（保育園）1月分 59,270

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度カウンセラー謝礼の支出：２月分 91,898

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医謝礼の支出について：２月分 54,004

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（私立大病院2）1月分 100,830

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（私立病院1）1月分 167,040

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 講師控室給湯器修繕 61,020

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 備品購入費 ストレッチャーの買入れ 1,072,224

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,971

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 研究用図書の買入れ 106,318

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 学生証の印刷 14,580

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 機械警備委託の支出 55,080

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託：２月分 24,192

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について:3月 86,799

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費、３月分） 120,000

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 エレベーター保守点検委託：２月分 51,840

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ：２月分 39,636

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ 42,120

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 教務用図書の買入れ 432,541

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立広尾看護専門学校建物管理委託：２月分 895,650

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出：２月分 19,756

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 授業用パソコン等の賃借及び保守委託：２月分 37,800

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 授業用パソコン等の賃借及び保守委託：２月分 14,580

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（地域高齢者施設）1月分 27,510

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 一般廃棄物外の収集運搬委託：２月分 4,421

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）に係る経費の支出：２月分 38,432

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立看護専門学校授業評価入力・集計委託：２月分 11,070

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 107,169

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 産業廃棄物外の収集運搬委託：２月分 1,645
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福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 産業廃棄物処分委託：２月分 3,499

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,557

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（都立病院1）１１月分 556,160

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（都立病院1）12月分 93,230

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（都立病院1）1月分 325,990

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師（都立病院1）謝礼の支出について：1月分 6,800

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出（訪問看護ステーション）1月分 224,560

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 火災報知設備更新工事 1,058,400

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 証書ファイルの買入れ 49,896

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について:２月分 316,251

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼（就労支援施設等）の支出について:1月分 20,040

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（厚生中央病院）２月分 186,410

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,976

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師（広尾病院）謝礼の支出について：2月分 6,800

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（松沢病院）2月分 42,050

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 特定温室効果ガス算定に係る経費負担金の支出 1,761

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出（訪問看護ステーション）1月分-2 103,360

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（私大病院2）2月分 194,150

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 看護衣外16点の洗濯委託（単価契約）：２月分 22,329

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 137,575

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 54,110

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 ＤＶＤの購入 291,600

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 学校生活ガイダンスの印刷 252,720

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 臨地実習要項の印刷 257,126

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 55,080

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 機械警備委託に係る継続支出 71,928

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 体育館の機械警備委託に係る継続支出 21,600

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 印刷機の賃借に係る経費の支出 34,440

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 丁合器の保守委託に係る経費の支出 15,012

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託に係る支払 28,512

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 印刷機の保守委託に係る費用の支出 25,920

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 授業用パソコンの借入れ及び保守委託に係る支出 46,008

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 授業用パソコンの借入れ及び保守委託に係る支出 18,144

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 実習用薬剤16点の購入(単価契約)に係る経費の支出 98,776

351 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 複写機の保守委託(単価契約)に係る支出 9,504

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 503,796

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 玄関マットの借入に係る経費の支出 13,392

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 41,690

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 5,010

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看学授業評価表入力集計委託（単価契約）の支出 10,994

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医謝礼の支出について 54,004

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 学生相談謝礼金の支出について 30,633

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立荏原看護専門学校警備委託に係る支出 321,300

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)に係る継続支出について 75,727

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託に係る継続支払 7,723

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 一般廃棄物外1件の収集運搬業務委託(単価契約) 1,080

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 一般廃棄物外1件の収集運搬業務委託(単価契約) 6,220

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 看護衣外11点の洗濯委託（単価契約）に係る支出 15,206

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師謝礼の支出（本人支払分） 3,199

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 カーテンのクリーニング委託 200,491

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 実習用薬剤7点の購入 131,047

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 245,114

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 246,695

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,851

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 卒業記念講演に係る講師の旅費の支出 1,146

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,828

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,971

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 注射器外4点の購入 17,377

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 最新看護索引Webライセンスの更新 12,960

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 雨水貯留槽改修工事 299,160

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 510,080

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師の講師謝礼の支出 6,800

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 学生用インターネット接続に係る回線使用料の支出 5,616

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 31,760

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 18,340

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 10,020

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 20,040
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福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 10,020

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 4,160

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 4,160

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨時実習謝礼の支出について 4,160

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 90,440

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 90,440

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 45,220

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 104,440

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 45,220

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 近接地内普通旅費等の支出（2月分修正分） 90,086

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 近接地内普通旅費等の支出（2月分修正分） 1,259

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 講師会の開催に伴う部外講師謝礼の支出について 156,600

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 書籍134点の購入 422,605

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 アルカリ乾電池外27点の購入 89,078

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 患者認識バンド外29点の購入 170,850

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習協議会に係る経費の支出 106,000

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 221,080

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出について 420,830

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトライセンスの更新 11,897

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 90,440

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 10,020

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 都立看学授業評価表入力集計委託（単価契約）の支出 6,048

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について 4,160

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出 9,170

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立荏原看護専門学校建物管理委託の支出 1,976,940

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 卒業証書筆耕委託 41,040

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 少額支払に係る資金前渡（３月分） 71,308

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金前渡（３月分） 128,100

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 校医謝礼の支出（２月分） 48,857

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 学生相談（カウンセラー）謝礼の支出（２月分） 61,265

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医に係る経費の支出について（２月分） 54,004

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,698

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 卒業記念講演実施に係る経費の支出 102,271

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 146,324
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福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師学内試験謝礼の支出（２月分） 9,500

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,335

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 府中看護専門学校建物管理委託料の支出（２月分） 564,375

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（在宅・精神施設）２月分 54,260

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（訪問看護ステーション）２月分 195,180

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（民間病院）２月分 33,550

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 職員休憩室水栓交換修理 144,288

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 教室ケーブル張替え修理 87,588

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（都立神経病院）２月分 311,450

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（都立松沢病院）２月分 37,800

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 体育祭の実施に伴う体育館利用に係る経費 27,000

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師学内試験謝礼の支出（３月分） 3,102

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 OA室サーバー及びプリンターの借入れ（２月分） 12,285

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ（２月分） 44,280

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物保守点検委託料の支出（２月分） 21,060

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（都立小児総合医療センター）２月分 62,450

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（都立多摩総合医療センター）２月分 503,550

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌（概算契約）の支出（２月分） 22,159

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

教員学会等派遣研修参加に伴う経費の支出 18,500

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 機械警備委託料の支出（２月分） 42,120

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 看護衣(ﾜﾝﾋﾟｰｽ)外13点の洗濯業務委託（２月分） 63,763

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（２月分） 10,135

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 検便検査委託の支出（２月分） 8,640

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（２月分） 374,669

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 携帯電話料金の支出（２月分） 1,548

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立看護専門学校授業評価入力・集計委託(２月分) 12,700

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 備品購入費 ノートパソコンの購入 742,608

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,560

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）(2月分) 7,224

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）(2月分) 2,414

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）(2月分) 10,465

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）(2月分) 27,086

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 電話料金（都外）の支出（２月分） 1,662

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 インターネット接続料金の支出（２月分） 5,616
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福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出（小児・母性施設）２月分 31,000

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 特定温室効果ガス算定に係る経費負担金の支出 544

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成２９年度講師会実施に伴う経費の支出について 121,800

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 50,000

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 200,000

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 50,000

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 民間施設実習謝礼の支出（平成30年１月分） 28,360

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園実習謝礼の支出（平成30年１月分） 52,560

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ステーション実習謝礼の支出(平成30年1月分) 30,760

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 カウンセラー謝礼の支出（平成30年2月分） 61,265

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 校医謝礼の支出（平成30年2月分） 24,429

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 261,925

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 554,646

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 電気料金の支払　２月 563,077

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医に係る経費の支出（平成30年2月分） 54,004

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度部内講師謝礼の支出（平成30年2月分） 3,102

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 建物管理委託にかかる支払いについて 516,240

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 チケットによるﾀｸｼｰ利用料金の支出(1月分) 4,574

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度卒業記念講演講師謝礼の支出 48,128

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 料金後納郵便の郵便料金の支払（２月分） 142,394

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成３０年２月分） 222,716

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出（平成３０年２月分） 1,970

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,962

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,549

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 137,121

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 第12回東京都立看護専門学校運営会議全体会ワークショ 158,155

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 第12回東京都立看護専門学校運営会議全体会ワークショ 27,518

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ステーション実習謝礼の支出（１月分） 51,680

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,736

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 都立病院実習謝礼の支出（２月分） 37,800

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 民間病院実習謝礼の支出（２月分） 562,950

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ステーション実習謝礼の支出（２月分） 32,300

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園実習謝礼の支出（２月分） 9,170

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 チケットによるﾀｸｼｰ利用料金の支出(2月分) 22,330

355 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 民間施設実習謝礼の支出（２月分） 20,040

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 警備業務委託にかかる支払いについて 467,999

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 機械警備委託にかかる支払いについて 26,676

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 マット外1件の借入れにかかる支払いについて 16,502

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度授業用パソコンの賃借及び保守委託にかかる 10,500

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 平成28年度OA室用ﾊﾟｿｺﾝ等の賃借及び保守委託の支払い 74,025

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバー当の借入れにかかる支払に 21,060

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 平成29年度パーソナルコンピュータの借入れにかかる支 25,056

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物保守委託にかかる支払について 25,920

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 建物管理委託にかかる支払いについて 1,310,040

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自動ドア保守管理業務委託にかかる支払いについて 8,748

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ 24,840

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 教育課程の印刷 226,800

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 教科書の買入れ 572,303

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 洗濯業務委託（単価契約）の支払いについて 13,046

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）の支払いについて 38,244

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度授業評価入力・集計委託（単価契約）の支払 31,557

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約）の支 19,445

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 講師会出席謝礼の支出 365,400

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 卒業証書の筆耕 98,532

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 折り畳み式器械台外2点の買入れ 86,940

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 都立病院実習謝礼の支出（２月分） 217,410

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(1月分) 41,870

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 タクシー利用に係る経費の資金前渡及び精算　3月分 3,000

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算　3月分 60,000

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算　3月分 240,000

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの購入に係る経費の資金前渡及び精算 99,792

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの購入に係る経費の資金前渡及び精算 648

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 看護実習用品の買入れ 136,695

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 備品購入費 音響機器の買入れ 354,888

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 卒業証書の筆耕 29,484

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 タクシー供給契約　　1月分 30,440

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(1月分) 341,290

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

セミナー参加に係る経費の支出及び精算 35,700
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福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 文書等の運搬廃棄処理委託（単価契約） 88,290

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 OA室用ｻｰﾊﾞｰ外1件の借入れ　　2月分 9,870

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ﾈｯﾄﾜｰｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ等の借入れ　　2月分 40,530

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 機械警備委託　　2月分 68,040

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物点検保守委託　　2月分 23,652

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ　2月分 13,787

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 卒業証書用ホルダーの買入れ 115,776

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託（単価契約） 49,680

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託（単価契約） 61,344

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）　2月分 39,757

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 一般廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）　　2月分 10,608

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 洗濯業務委託（単価契約）　2月分 3,812

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ﾊﾟｿｺﾝの借入れ　　2月分 66,465

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 看護学校授業評価入力・集計委託（単価契約） 13,024

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 学生相談謝礼の支出(2月分) 45,949

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 学校医報酬の支出(2月分) 12,215

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報酬の支出(2月分) 54,004

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 部内講師学内試験謝礼の支出について(3月分) 3,102

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）　2月分 9,737

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(1月分) 10,020

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(1月分) 10,020

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 建物管理委託　2月分 513,108

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 備品購入費 自動体外式除細動器の買入れ 270,000

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 看護学生ハンドブックの印刷 171,450

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 物品運搬業務委託 183,600

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年1月～2月確認分) 119,765

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(30年1月～2月確認分) 432

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年1月～2月確認分) 175

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 卒業記念講演に係る謝礼金の支出について 102,271

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 45,360

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2～3月分) 73,050

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 10,020

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 8,320

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 10,020
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福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,190

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,144

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 432,347

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 7,470

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 4,160

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 郵券購入に係る経費の資金前渡支出及び精算 19,550

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 講師会開催に係る謝礼金の支出について 191,400

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 タクシー供給契約　　2月分 4,676

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,128

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 52,920

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 38,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 38,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 38,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 36,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 38,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2月分) 26,760

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2～3月分) 391,080

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2～3月分) 244,970

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,066

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 42,227

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 実習謝礼の支出(2～3月分) 389,200

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習指導謝礼の支出（作業所等）1月分 91,300

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習謝礼等の支出（病院）1月分 757,770

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金：1月分 3,918

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託：2月分 30,240

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 玄関マット外１点の借入：1月分 6,588

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 南多摩看護専門学校昇降機保守委託：2月分 97,200

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 パソコンの借入：2月分 51,624

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 印刷機の借入：2月分 24,675

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ＯＡ室サーバ等の借入：2月分 12,285

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ：2月分 22,896

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件の係る経費(一般需用費)支出：3月分 78,376

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 少額支払案件に係る経費（役務費）支出：３月分 47,915

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立看護専門学校授業評価表入力・集計委託2月分 19,045
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福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度カウンセラー謝礼の支出 45,949

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度校医謝礼の支出について：２月分 48,857

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医謝礼の支出：２月分 54,004

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度卒業式記念講演に伴う謝礼の支出 60,300

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 427,020

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 836,602

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立南多摩看護専門学校警備業務委託：2月分 811,913

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立南多摩看護専門学校建物管理委託：2月分 1,343,952

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 洗濯業務委託に伴う経費の支出：2月分 24,213

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れに伴う経費の支出：2月分 46,114

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 図書の購入 133,005

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度部内講師謝礼の支出（試験分）：2月分 3,102

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出 10,562

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 玄関マット外１点の借入：2月分 6,588

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 7,759

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 117,713

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,844

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習指導謝礼の支出（保育園）1月分 108,520

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外５点の購入 256,392

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 77,446

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 洗髪パッド外４点の購入 115,225

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,372

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度講師会開催に伴う経費の支出について 583,000

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習指導謝礼の支出（作業所等） 56,140

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 連結送水管耐圧試験委託 86,400

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 685

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習指導謝礼等の支出（都立）2月分 58,200

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 照明器具の修繕 561,600

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習謝礼等の支出（病院）2月分 1,003,550

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度実習指導謝礼の支出（保育園）2月分 10,020

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 Ｈ２９実習指導謝礼等の支出（ＳＴ）2月分 199,180

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 カーテンの洗濯 95,787

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 バッテリーの購入 64,098
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福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出について（講師会・部内講師） 1,370

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 バスケットゴール保守点検委託 119,880

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 29 少額支払案件に係る前渡金の支出について　3月分 44,949

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29 少額支払案件に係る前渡金の支出について　3月分 74,810

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 29 ファイルサーバー等の借入れに伴う経費　２月分 41,904

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 29 ノートパソコンの借入れに伴う経費の支出　２月分 63,180

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 カウンセラー謝礼金の支出について（2月分） 61,265

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 医療センターの実習謝礼金の支出①（１月分） 89,780

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　②（1月分） 192,540

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　⑤（1月分） 125,660

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　⑦（1月分） 92,330

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の謝礼金の支出について⑥（1月分） 98,280

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金の支出⑫（1月分） 64,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ステーションの実習謝礼金　⑯（1月分） 64,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金⑭（1月分） 64,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 看護訪問ステーションの実習謝礼金⑰（1月分） 56,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ＳＴの実習謝礼金№18（1月分） 45,220

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 備品購入費 男性導尿・浣腸シミュレータ外1点の買入れ 654,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金⑮（1月分） 64,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 就労継続支援Ｂ型への謝礼№32（１月分） 8,320

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 特定非営利活動法人への実習謝礼№31（1月分） 10,020

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 就労継続支援Ｂ型事業所への実習謝礼№30（1月分） 13,420

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金№24（1月分） 11,630

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金№22（1月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 居宅支援センターの実習謝礼金　20（１月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金　21（1月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センター実習謝礼金⑲（1月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 高齢者総合相談センターの実習謝礼28（1月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園実習謝礼金の支出　№34　（１月分） 24,960

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園実習謝礼金の支出　№35（1月分） 22,410

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園の実習謝礼金の支出　№36（1月分） 24,960

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園の実習謝礼金の支出について№37（1月分） 24,960

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園実習謝礼金の支出について№38（1月分） 23,260

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園の実習謝礼金の支出№39（1月分） 12,480
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福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 保育園の実習謝礼金の支出について№41（1月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度　校医謝礼金の支出について（2月分） 24,429

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 報償費 「研修指導講師」の支出について（2月分） 72,192

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医謝礼の支出について（２月分） 54,004

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29 授業評価表入力・集計委託に伴う経費の支出 2月分 16,783

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29　一般廃棄物処理業務委託に伴う経費の支出（2月分) 3,751

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29　一般廃棄物処理業務委託に伴う経費の支出（2月分) 4,089

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の謝礼金の支出について　⑧（1月分） 147,490

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　③（１月分） 98,280

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29 再利用可能物の処理業務委託に伴う経費（2月分） 2,030

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 検尿カップ外14点の買入れ 116,672

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 卒業式のピアノの伴奏謝礼 24,423

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約に伴う経費の支出（2月分） 17,856

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29 職員貸与被服及び実習室用寝具類の洗濯委託 2月分 30,607

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 29　雑誌の買入れに伴う経費の支出（2月分） 52,969

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29　産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（2月分） 1,739

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 29　産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（2月分） 1,738

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 160,678

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 平成29年度　携帯電話料金の支出（2月分） 2,351

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29 東京都立板橋看護専門学校機械警備委託（２月分） 30,240

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 平成29年度謝礼金の支出について 26,100

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,932

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,934

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 665,462

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　⑤（2月分） 63,300

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の謝礼金の支出について⑥　（2月分） 52,070

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について⑦（2月分） 46,970

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　②（2月分） 316,460

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金の支出⑫（2月分） 25,840

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金　⑭（2月分） 25,840

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実習謝礼金　⑮（2月分） 25,840

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ステーションの実習謝礼金　⑯（2月分） 25,840

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 看護訪問ステーションの実習謝礼金　⑰（2月分） 17,840

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 訪問看護ＳＴの実習謝礼金　№18（2月分） 17,840
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福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センター実習謝礼金　⑲（2月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 苑居宅支援センターの実習謝礼金　20（2月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金　21（2月分） 9,930

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金　№23（2月分） 11,630

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金　№24（2月分） 9,930

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 地域包括支援センターの実習謝礼金№26（2月分） 12,480

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 就労継続支援Ｂ型事業所実習謝礼　№30（2月分） 15,120

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 特定非営利活動法人への実習謝礼　№31（2月分） 10,020

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 就労継続支援Ｂ型への謝礼　№32（2月分） 10,020

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 平成29年度　インターネット接続料金の支出（2月分） 5,616

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 病院の実習謝礼金の支出について　③（2月分） 52,920

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度図書購入にかかる経費の支出について 9,720

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 平成２９年旅費の支払について（２月分） 105,635

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 平成２９年旅費の支払について（２月分） 1,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 講師会謝礼金の支出について 190,360

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 センターの実習謝礼金の支出　①（2月分） 291,050

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉研修（後期）出張研修の講師謝礼支出 32,056

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 デイケア所外活動に伴う施設使用料の支出 76,000

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケット料金の支出（1月分） 27,091

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 作業訓練用パソコンの借入れ（2月分） 62,100

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ﾈｯﾄﾜｰｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ等の借入れ（2月分） 32,940

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 エレベーター保守委託の支出（2月分） 38,016

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 消臭剤の買入れ（１２～１月分） 49,950

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 都民広報啓発用リーフレット「統合失調症」外１点印刷 278,100

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金（使用料及び賃借料） 31,900

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費） 17,198

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 自立支援医療受給者証外１点の印刷（単価契約）２月 176,904

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 弁当の買入れ（単価契約）に要する経費（２月分） 332,117

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 司書業務委託の支出（2月分） 85,499

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 平成29年度「東京都こころの健康だより」の印刷(２月) 247,104

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）３月分 80,731

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 自立支援医療受給者証外１点の印刷（単価契約）２月 395,928

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 東京都老人性認知症専門病棟調整委員会委員謝礼の支出 16,480

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成２９年度相談事業実施に伴う講師謝礼（1月分） 111,554
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福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 東京都精神医療審査会特別旅費の支払(1月分) 54,110

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 精神障害者保健福祉手帳等審査会委員旅費支出(1月分) 16,290

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 交換便業務等委託の支出（2月分） 221,670

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 徴収業務委託の支出（2月分） 187,380

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 医事業務等委託の支出（2月分） 750,060

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 デイケア一日所外活動に伴うバスの雇い上げ 121,410

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 再生資源回収業務委託の支出（2月分） 5,391

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 再生資源回収業務委託の支出（2月分） 8,087

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 一般廃棄物収集運搬及び処分委託の支出 1,920

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 一般廃棄物収集運搬及び処分委託の支出 2,589

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託の支出 4,104

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託の支出 4,104

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 東京都老人性認知症専門病棟調整委員会委員謝礼支出 181,280

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 災害時こころのケア体制連絡調整会議委員謝礼等支払い 86,083

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 宿直用寝具の借入れ（2月分） 5,292

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 698,224

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 建物管理委託に要する経費の支出（2月分） 1,311,984

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 精神障害者保健福祉手帳発行ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ等の借入れ 46,872

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 手帳発行システムパソコン等借入れに係る支出 65,880

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 精神障害者保健福祉手帳発行ｼｽﾃﾑﾊﾟｿｺﾝ等の借入れ 8,316

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 郵券購入経費の支出（3月分） 30,560

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成29年度　生活訓練科の例月講師謝礼の支出(2月分) 685,290

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 こころのケア体制連絡調整会議に係る特別旅費の支出 20,890

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉研修に係る講師謝礼の支出(1月分) 231,173

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（医療審査）２月分 36,686

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務室・広報援助課）２月 23,243

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 東京都小児精神障害診査会経費の支出(2月分） 25,980

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神障害者保健福祉手帳発行システム保守委託 178,200

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 精神障害者保健福祉手帳等審査会委員旅費支出(2月分) 17,630

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 法律相談区市町村支援事業専門相談員等の謝礼(2月分) 85,686

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成２９年度相談事業実施に伴う講師謝礼（2月分） 182,564

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉研修(後期)に係る講師謝礼の支出(2月分) 195,671

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神障害者保健福祉手帳交付業務委託に係る支出 5,213,286

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 平成29年度　後納郵便料金の支出（2月分） 916,886
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福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出について（システム確定払） 7,379

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出について（システム確定払） 11,324

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出について（システム確定払） 105,887

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 平成30年2月分旅費の支出について（システム確定払） 864

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出（旅費システム外・確定払） 39,284

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出（旅費システム外・確定払） 946

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 平成30年2月分旅費の支出（旅費システム外・確定払） 3,126

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

特定温室効果ガス算定に係る経費負担金の支出 4,585

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 第３５回バレーボール大会実行委員会の講師謝礼支出 6,645

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,825

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 東京都老人性認知症専門病棟調整委員会委員謝礼支出 131,840

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 416,881

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 吸収式冷温水吸収液ポンプ交換 891,000

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 精神保健福祉研修(後期)に係る講師謝礼支出(1月分)② 27,900

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 東京都精神医療審査会特別旅費の支払(2月分) 53,870

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケット料金の支出（2月分） 23,107

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,563

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 710,829

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 H30年度災害時こころのケア体制養成研修会場使用料 358,800

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 雑誌類の製本 64,152

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 冷温水配管の修繕 205,200

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 印刷用マスター外２点の買入れ 137,073

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 冷温水配管の修繕（緊急対応） 86,400

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 東京都精神保健福祉の動向（特別区・島しょ編）印刷 286,740

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 図書の買入れ 12,247

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成２９年度相談事業実施に伴う講師謝礼支出(3月分) 72,161

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 東京都こころの健康だより2月号発送経費（DM便） 92,988

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払い（平成30年1月分） 16,421

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 少額支払案件（役務費）　　3月分 10,568

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報酬の支出　２月分 54,004

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,697

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 958
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福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 生活訓練科技術指導講師謝礼支払い（2月分） 441,862

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）　３月分 122,996

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 公用車ガソリン代支出　　3月分 5,000

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 通所訓練プログラム経費　　　3月分 29,517

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 通所訓練プログラム経費　　　3月分 31,730

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 地域冷暖房蒸気料金　　2月分 1,338,333

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 特定相談講師謝礼支払い（2月分） 501,856

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 所内職員研修の講師謝礼支払い 18,600

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 プログラムにかかる経費の資金前渡(使用賃借） 102,180

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ＤＭ便発送経費　資金前渡　2月分 20,090

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 医事業務等委託　月分 622,296

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 徴収業務委託　　2月分 155,574

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 昇降機保守委託 64,800

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 監視制御設備点検保守委託 211,734

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ　　2月分 45,576

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ 81,540

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 デイケア訓練用パソコン等の借入れ 47,520

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 芳香剤の買入れ 23,328

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託　　2月分 799

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託　　2月分 1,598

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託　２月分 1,321

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託　２月分 2,380

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 寝具交換等作業委託　2月分 45,360

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 思春期・青年期家族教室の講師謝礼支払い 33,402

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 シーツ等の洗濯　　　2月分 10,497

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 利用者弁当の買入れ　　2月分 94,910

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 雑誌の購読　　　2月分 31,765

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービス　２月分 18,436

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 アンガーマネジメント講座の講師謝礼支払い 11,100

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 所内職員研修の講師謝礼支払い 29,800

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 特定相談講師謝礼支払（平成29年9月,平成30年1月分） 105,400

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 建物管理委託　　2月分 1,293,354

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 平成29年度2月分確定払い旅費（システム処理以外） 1,845

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 生活訓練科合同学習会（ＯＢ学習会）の講師謝礼支払い 19,934
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福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 産業廃棄物(細断機）の収集運搬・処分委託 16,200

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 産業廃棄物(細断機）の収集運搬・処分委託 21,600

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 バスの借り上げ 126,780

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 庁有車法定車両検査経費支出（ルークス） 35,294

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 庁有車法定車両検査経費支出（ルークス） 44,530

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 公課費 庁有車法定車両検査経費支出（ルークス） 6,600

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 アウトリーチ支援法律問題事例検討会講師謝礼支払い 32,056

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 セルフケア講座講師謝礼の支払い 9,967

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 雨水ろ過装置用薬液注入ユニット修繕 228,960

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,838

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 85,504

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 産業医報酬の支出　　3月分 54,004

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 392,928

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 再発予防プログラムの印刷 473,040

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）　３月追加分 117,802

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 通所訓練プログラム経費　　　３月追加分 65,772

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ＤＭ便発送経費　資金前渡　3月分 6,724

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 平成29年度２月分確定払い旅費（システム処理分） 13,648

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 平成29年度２月分確定払い旅費（システム処理分） 223,259

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 平成29年度２月分確定払い旅費（システム処理分） 2,913

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 第7回対応困難事例法律問題事例検討会講師謝礼支払い 21,371

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 「精神保健福祉の動向　多摩地域」の印刷 226,800

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 平成２９年度　汚泥等処分委託(単価) 28,350

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 アルコール家族教育教室に係る講師謝礼の支出 27,900

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 東京新聞購読料の支払いについて 2,623

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク等借入契約代金（２月分） 32,443

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 毎日新聞購買料の支払 4,037

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 54,175

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 9,160

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 社会復帰活動（デイケア）家族教室に係る講師謝礼 16,701

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,928

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 備品購入費 丁合機の購入 620,568

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 無線呼出警備委託料の支払について（平成29年度） 6,480

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 弁当の買入れに係る支払について（単価契約） 16,500
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福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 備品購入費 シュレッダーの購入 365,364

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 事例検討会、思春期・デイケアプログラム謝礼２月分 364,585

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 薬物・アルコール家族教育教室等に係る講師謝礼2月分 170,951

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

精神保健福祉センター設置に伴う電気料金及び水道料金 173,838

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月13日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 雑誌等の購入（概算契約）の支払について 20,046

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神保健福祉センター建物清掃委託料の支払（2月分） 158,760

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支払（2月分） 12,745

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 事業系一般廃棄物回収事業委託（単価契約）経費の支出 10,161

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（非常勤職員２月分） 2,478

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 53,730

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 72,069

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（２月確認分） 10,752

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 「こころの元気＋」の購読 5,400

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 図書の購入 14,000

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 12,637

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 図書の購入 4,251

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出について（　月分） 21,605

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 備品購入費 ノートパソコン外1点の購入 265,964

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年03月27日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成29年度第３回アウトリーチ支援研修に係る講師謝礼 100,208

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 生花の買入れ－後期－（単価契約）（２月分） 47,088

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 電子カルテシステム保守委託（２月分） 72,900

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 施設給食管理システムの借入れ（再リース）　２月分 19,008

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 電子カルテシステムの借入れ　２月分 14,007

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 遮光カーテンの借入　２月分 17,280

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 光熱水費 都市ガス料金の支出（１月分） 2,076,376

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 光熱水費 都市ガス料金の支出（１月分） 655,697

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 都市ガス料金の支出（１月分） 6,517,344

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 出勤管理システムの保守委託　　１月分 6,911

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 出勤管理システムの保守委託　　１月分 1,837

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ　２月分 15,416

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ　２月分 4,348

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 鑑賞魚水槽の借入れ　２月分 27,546

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 鑑賞魚水槽の借入れ　２月分 7,770

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 鼠防除業務委託　２月分 20,736
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福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 鼠防除業務委託　２月分 5,184

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 職員貸与被服等の洗濯業務委託（単価契約）２月分 22,000

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 職員貸与被服等の洗濯業務委託（単価契約）２月分 6,204

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(２月分) 4,037

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(２月分) 18,821

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(２月分) 4,037

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 4,037

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 3,353

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 3,353

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 4,037

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 2,623

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 12,111

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月05日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（２月分） 4,037

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ(H29)ﾎﾞｲﾗｰ改修工事 2,246,400

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 小額支払案件に係る前渡金の支出(３月分) 64,417

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 小額支払案件に係る前渡金の支出(３月分) 4,240

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月06日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 郵券購入に要する経費の支出 12,300

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東村山構内高木樹木強剪定委託 700,164

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　２月分 28,382

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　２月分 96,185

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　２月分 6,307

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　２月分 26,806

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 建物管理ｼｽﾃﾑ電子計算装置の借入（長期継続）２月分 685,266

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理ｼｽﾃﾑ電子計算装置の借入（長期継続）２月分 152,691

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理ｼｽﾃﾑ電子計算装置の借入（長期継続）２月分 40,590

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑエレベーター設備保守委託　２月分 156,989

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑエレベーター設備保守委託　２月分 41,731

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入　２月分 696,394

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入　２月分 155,171

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入　２月分 41,249

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 検便検査委託　２月分 972

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 検便検査委託　２月分 24,192

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)　２月分 38,665

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)　２月分 8,487
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福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)　２月分 35,964

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 利用者健康診断（胸部Ｘ線撮影）検査委託（２月分） 66,873

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託　２月分 38,208

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託　２月分 10,777

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託　２月分 183,008

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託　２月分 57,792

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 紙おむつの買入れ（単価契約）（２月分） 630,430

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 特養利用者健康診断（血液・尿）検査委託（２月分） 11,563

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　２月分 1,147,935

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　２月分 266,511

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　２月分 84,162

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　２月分 8,640

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　２月分 1,103,188

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　２月分 293,252

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 報償費 平成２９年度クラブ講師謝礼２月分 100,569

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 報償費 平成２９年度クラブ講師謝礼　２月分 11,431

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ通所ﾘﾊﾋﾞﾘ利用者等の送迎委託２月分 832,680

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 自動車運転業務委託(単価契約)　２月分 383,724

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 衛生材料の借入れ（単価契約）　２月分 5,032

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(２月分) 4,412

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(２月分) 1,349

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(２月分) 17,863

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(２月分) 5,657

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ利用者衣料等の洗濯業務委託　２月分 261,395

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ利用者食事用ｴﾌﾟﾛﾝの洗濯業務委託２月 119,232

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者寝具の借入れ（単価契約）（２月分） 466,048

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者用おむつの借入れ（単価契約）（２月分） 353,808

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者用タオルの借入れ（単価契約）（２月分） 132,310

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託　２月分 30,327

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託　２月分 8,553

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託　２月分 829

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託　２月分 261

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物処分業務委託　２月分 54,895

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物処分業務委託　２月分 17,335
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福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物収集・運搬業務委託２月分 10,884

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物収集・運搬業務委託２月分 3,069

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月12日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 吸引用カップ外１３点の買入れ(単価契約)（２月分） 24,883

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ナーシングホーム医事業務委託　２月分 432,000

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東村山構内の遊歩道等清掃業務委託　月分 114,480

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 平成29年度東京都東村山構内樹木剪定等作業委託その２ 3,207,600

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 東京都東村山ナーシングホーム記録誌の印刷 734,400

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 コーヒー豆外６点の買入れ 4,190

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 遺体搬送業務委託　２月分 1,080

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(FAX)に関する契約（単価契約）（２月分） 2,700

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(FAX)に関する契約（単価契約）（２月分） 4,050

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 吸引用カップ外４点の買入れ 8,780

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東村山構内(H29)屋外ﾄｲﾚﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ改修工事ほか 432,000

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（11月～3月） 1,425,749

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（11月～3月） 438,629

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（11月～3月） 8,772,322

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 旅費 普通旅費 旅費（システム分）の支出（平成３０年２月分） 14,885

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 旅費 普通旅費 旅費（システム分）の支出（平成３０年２月分） 14,741

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月19日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（システム分）の支出（平成３０年２月分） 3,157

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ給食業務委託　２月分 4,983,939

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ給食業務委託　２月分 1,573,875

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（２月分） 2,863,421

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（２月分） 55,012

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（２月分） 25,886

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 紙おむつの買入れ（単価契約）（３月分） 22,537

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,445

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 文書類の収集運搬及び処分業務委託（単価契約） 5,569

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 文書類の収集運搬及び処分業務委託（単価契約） 1,571

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 文書類の収集運搬及び処分業務委託（単価契約） 86,093

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 文書類の収集運搬及び処分業務委託（単価契約） 31,843

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ廃蛍光灯等の収集運搬・処分委託 27,799

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ廃蛍光灯等の収集運搬・処分委託 7,841

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ廃蛍光灯等の収集運搬・処分委託 25,937

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ廃蛍光灯等の収集運搬・処分委託 8,191
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福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 ラベルシール外１点の買入れ 1,512

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ひかり電話料金の支出（２月分） 32,224

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(３月分) 4,488

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(３月分) 3,191

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌(週刊誌外)の購読(概算契約)(３月分) 3,771

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 工事請負費 東村山構内(H29)電話回線の切回しほか工事その２ 648,000

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 Bフレッシュプロバイダ利用料金の支出（　２月分） 1,381

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 フレッシュ光利用料金の支出（２月分） 5,616

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（３月分） 828,792

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（３月分） 27,232

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 利用者等給食材料の買入れ（概算契約）（３月分） 13,616

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 雑誌（福祉新聞）の購読 19,440

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑの産業廃棄物収集運搬・処分委託 96,876

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑの産業廃棄物収集運搬・処分委託 27,324

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑの産業廃棄物収集運搬・処分委託 125,582

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑの産業廃棄物収集運搬・処分委託 39,658

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 特定家庭用機器の収集運搬・処理業務委託 43,308

福祉保健局
東村山ナーシング
ホーム

介護保健課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 特定家庭用機器の収集運搬・処理業務委託 42,552

中央卸売市場 管理部 財務課 平成30年03月20日 と場会計 と場事業費 と場事業費 公債費会計繰出金 繰出金 都債費への繰出しについて（元金及び利子） 65,937,966

中央卸売市場 管理部 財務課 平成30年03月20日 と場会計 と場事業費 と場事業費 公債費会計繰出金 繰出金 都債費への繰出しについて（元金及び利子） 1,761,743

中央卸売市場 管理部 財務課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 公債費会計繰出金 繰出金 都債費への繰出しについて（元金及び利子） 302,486,482

中央卸売市場 管理部 財務課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 公債費会計繰出金 繰出金 都債費への繰出しについて（元金及び利子） 6,497,605

中央卸売市場 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度自己啓発支援事業にかかる支援金支出 5,575

中央卸売市場 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度自己啓発支援事業にかかる支援金支出 5,290

中央卸売市場 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度自己啓発支援事業にかかる支援金支出 19,570

中央卸売市場 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度自己啓発支援事業にかかる支援金支出 12,380

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ビニール上衣他5点の購入 1,349,460

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月07日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場内環境測定及び放射性物質分析委託 83,160

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月07日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 小動物棟1階原皮置場排水管洗浄作業委託（緊急対応） 92,782

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月07日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 備品購入費 ロッカーの購入 239,230

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月07日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 産業廃棄物（動物系固形不要物）収集委託（単価契約） 784,848

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月07日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 産業廃棄物（動物系固形不要物）運搬委託（単価契約） 807,338

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場埋設排水管脂除去調査清掃作業委託 433,857

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場と室清掃及び消毒作業委託 5,210,769
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中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 産業廃棄物（動物系固形不要物）処分委託（単価契約） 8,783,175

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 大･小動物病畜と室清掃消毒作業委託(単価契約) 359,544

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場リサイクル棟内おがくず回収機他管理清掃委託 422,982

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 産業廃棄物（汚泥）収集運搬委託（単価契約） 2,229,531

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 消毒槽等衛生維持管理委託 407,599

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場建物清掃委託 522,997

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 事業系一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬委託 2,966,265

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 事業系一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬委託 1,499,364

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場保健室業務委託 354,390

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場大洗い場衛生管理委託 773,214

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場害虫調査・駆除作業委託 133,903

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 食肉市場大動物個体管理等委託（単価契約） 1,615,334

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場資源ごみ管理処分委託（単価契約） 26,460

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 資源ごみ管理処分委託その２（単価契約） 2,500

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 11,270

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委任（２月分） 67,501

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委任（２月分） 13,500

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 光熱水費 高度処理水供給料の支払い 3,904,340

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場ねずみ調査・駆除作業委託 304,820

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 13,179,045

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約） 20,045

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場植栽管理委託 268,830

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ゴム製胸当てズボン他1点の購入 986,310

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場大動物Aライン特別清掃作業委託 733,212

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 使用料及賃借料 市場会計施設におけると場会計事業専用使用部分の費用 3,608,352

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 施設整備費 使用料及賃借料 市場会計施設におけると場会計事業専用使用部分の費用 3,710,076

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年度電気料のと場会計分支払い 9,408,189

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年水道料のと場会計分支払い 62,474,767

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年度ガス料のと場会計分支払い 9,741,008

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年地域冷暖房使用料のと場会計分支払い 3,173,709

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年度再生水使用料のと場会計分支払い 115,891

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年電話通話料のと場会計分支払い 18,750

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年電話維持費のと場会計分支払い 42,653

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月27日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 携帯電話料金（と場会計分）の支払い（２月分） 7,350
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中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 大動物棟中2階小腸切開機修繕 92,880

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月29日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場構内バキューム作業委託 278,348

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月30日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度玉掛技能講習の支出額の決定について 249,405

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年03月30日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 平成29年度玉掛技能講習の支出額の決定について 14,476

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場水処理センター運転管理委託 4,320,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場小動物棟炭酸ガス麻酔設備点検委託 2,158,920

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場小動物棟特殊機械設備定期点検保守委託 1,231,200

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場大動物棟1階作業課控室扉他修繕工事 1,165,493

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場小動物棟Bﾗｲﾝ内臓摘出ｺﾝﾍﾞｱ修理工事 2,160,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 フィルタレギュレータほか22点の購入 249,717

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場大動物棟自立型ナイフ消毒槽ほか取替工事 839,160

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月06日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 と体受け台昇降油圧シリンダーの購入 388,800

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 センタービルエスカレーター設備定期点検保守委託 81,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 水処理センターエレベーター定期点検保守委託 59,400

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場小動物棟特殊機械設備定期点検保守委託 1,177,200

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ランディングマシン吊具の購入 410,400

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場大動物Ｃﾗｲﾝ2階蒸気安全弁取替ほか工事 702,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場小動物棟皮剥機（6号機）ｺﾞﾑﾛｰﾙ修理工事 2,376,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月13日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 センタービルエレベーターほか定期点検保守委託 39,420

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月13日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場小動物棟他防鼠対策工事 231,644

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月13日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 液化炭酸ガスの買入れ（単価契約） 431,956

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場大動物棟小動物病畜けい留所扉他修繕工事 562,776

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 施設整備費 工事請負費 29食肉市場小動物棟Cﾗｲﾝ頭検査コンベア改修工事 28,026,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場大動物棟3階ﾎﾞｲﾗｰ室減圧弁取替工事 993,600

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 防雨型ＡＬＬＳＵＳバイメタル温度計ほか10点の購入 428,289

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場大動物特殊機械設備定期点検保守委託 5,739,255

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場小動物棟炭酸ガス麻酔設備点検委託 1,799,064

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場水処理センター運転管理委託 3,672,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場南ﾎﾟﾝﾌﾟ室給水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御設備改修工事 2,484,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場水処理センター工業計器外改修工事 9,600,000

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 捕虫器ほか10点の購入 248,146

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 原材料費 アンチスリップ鋼板ほか6点の購入 402,747

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ﾎﾞｲﾗｰ清缶剤及び再生塩の購入（その３） 974,160

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場内臓搬送設備点検委託 474,120
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中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ設備運転保守管理ほか委託 303,480

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 高圧洗浄機の修理 57,909

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月26日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 蒸気用ホースの購入 695,952

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場水処理ｾﾝﾀｰ脱臭剤取替点検委託 1,651,320

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 委託料 食肉市場自家用電気工作物点検測定委託 1,673,622

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 工事請負費 29食肉市場大動物と室第7現場誘引誘導送風機更新工事 1,857,600

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月29日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 29食肉市場小動物棟Bライン頭検査コンベア修理工事 1,922,400

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月29日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 備品購入費 フルデジタル直流ＴＩＧ溶接機の購入 589,680

中央卸売市場 食肉市場 設備課 平成30年03月30日 と場会計 と場事業費 と場事業費 施設整備費 工事請負費 29食肉市場大小動物棟中央監視設備その他改修工事 47,628,000

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 30CL-1フットカッター（S/N109232）の修理 237,405

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月06日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 食肉加工用手袋の購入 414,720

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 牛テール袋ほか10点の購入 1,050,080

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 食肉市場空砲の買入れ（単価契約） 587,520

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 研磨機の修理 312,120

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月12日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 Bブレードほか３点の購入 1,386,720

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月13日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ナイフ研磨機用砥石修正器の購入 214,920

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月13日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 潤滑油の購入 80,352

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 食道結さつ用クリップの購入 432,000

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ナイフ研磨機用砥石の購入 162,000

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ５０Ｇ角切機修理 332,640

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月15日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 薬品の購入 132,775

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 袋付き結さつバンドほか１点の購入 1,121,688

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 シャックルトロリーの購入 961,200

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ニトリル手袋ほか31点の購入 867,780

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ヨリモドシほか３点の購入 62,856

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 スプリングバランサーほか６点の購入 269,533

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 グラインダーの修理（S/N104819） 393,508

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 袋付き結さつバンドほか１点の購入 1,022,544

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月23日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 Bブレードの購入 820,800

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 曲りナイフほか1点の購入 734,400

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ナイフケースの購入 174,020

中央卸売市場 食肉市場 作業第一課 平成30年03月28日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 洗浄カゴほか４点の購入 22,888

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ナイフケースの購入 91,497

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 食肉加工用手袋の購入 769,824
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中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 小動物皮剥機用一本刀の研磨 32,400

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 ナイフ研磨機用部品の購入 89,100

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 大曲りナイフの購入 237,600

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 背割丸鋸刃の研磨委託 27,000

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 乾燥機・洗濯機の修理 54,540

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 高温高圧洗浄機の修理 138,866

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月08日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 貸与被服の洗濯委託（単価契約） 46,202

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 光熱水費 灯油他一点の購入 64,540

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月09日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 灯油他一点の購入 13,392

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月14日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 エアーナイフ用部品他4点の購入 919,728

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 脱脂洗浄剤ほか28点の購入 463,276

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月16日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 フットカッター刃の研磨委託 530,064

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 電動背割鋸の修理 743,256

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月19日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 作業衣の洗濯委託その２（単価契約） 280,143

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 エアーナイフ用部品他4点の購入 797,580

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月22日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 エアーナイフ用部品1点の購入 961,632

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月27日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 需用費 一般需用費 食肉加工用手袋の購入 474,336

中央卸売市場 食肉市場 作業第二課 平成30年03月27日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 作業衣の洗濯委託その２（単価契約） 702,535

建設局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出について(東北派遣:技術管理課6名) 174,027

建設局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入れの継続支払について 37,908

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 100,549

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 23,388

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 23,388

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 27,708

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 23,388

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「朝日新聞」ほか7点の購入（2月分支払） 23,388

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 HP管理用サーバ機器等の借入れ（平成30年2月分） 19,692

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 HP管理用サーバ機器等の借入れ（平成30年2月分） 9,846

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 HP管理用サーバ機器等の借入れ（平成30年2月分） 9,846

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 HP管理用サーバ機器等の借入れ（平成30年2月分） 9,846

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 HP管理用サーバ機器等の借入れ（平成30年2月分） 9,846

建設局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 協定に基づくホテル利用料金の支払い（2月分） 105,600

建設局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 800MHz帯デジタルMCA無線機の借入れ（2月分） 1,011,798

建設局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 800MHz帯デジタルMCA無線機の借入れ（2月分） 561,330
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建設局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 マラソン祭りブース出展に伴う備品賃借費用の資金前途 36,720

建設局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 マラソン祭りブース出展に伴う備品賃借費用の資金前途 432

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 マラソン祭り出展に伴うクリーニング費用の資金前途 21,600

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 HP作成・修正作業委託（単価契約）の支出（２月分） 86,400

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 HP作成・修正作業委託（単価契約）の支出（２月分） 43,200

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 HP作成・修正作業委託（単価契約）の支出（２月分） 43,200

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 HP作成・修正作業委託（単価契約）の支出（２月分） 43,200

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 HP作成・修正作業委託（単価契約）の支出（２月分） 43,200

建設局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 労働者派遣による秘書事務の委託（単価契約）支払 245,279

建設局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 インターネット回線に係るプロバイダー契約 122,040

建設局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 Web会議システムソフトウェアライセンスの支払い 41,990

建設局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 安否確認サービスの支払い（２月分） 118,800

建設局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 役務費 NTT回線使用料の支払いについて（３月分） 386,808

建設局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 「東京のまちづくり」No.150～155の版下作成 83,160

建設局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出について(東北派遣:技術管理課6名) 205,302

建設局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出について(東北派遣：総務課4名) 232,400

建設局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支給について 102,738

建設局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年2月分旅費の支給について 13,311

建設局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 「東京のまちづくり」No.154の印刷 341,496

建設局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 「東京のまちづくり」No.154の印刷 243,000

建設局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出について(東北派遣:技術管理課5名) 144,331

建設局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出について(東北派遣:技術管理課6名) 219,233

建設局 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度　建設局庁有車の運行管理業務委託(11月分) 9,301,305

建設局 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 「環境法規総覧追録」の購入 54,604

建設局 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 使用料及賃借料 第五建設事務所・江東治水事務所仮庁舎（平成29年度） 923,400

建設局 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 追録「建設業関係法規集」ほか1点の購入 24,538

建設局 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 追録「建設業関係法規集」ほか1点の購入 25,717

建設局 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 土地境界図面等端末機器の賃借に係る支払（2月分） 641,025

建設局 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 マイクロデジタル機器の賃借に係る支払（2月分） 124,950

建設局 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 デジタルプリンター複合機の賃借に係る支払（2月分） 43,848

建設局 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（研修所）の継続について 4,104

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 63,612

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 55,404

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 8,856
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建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 17,064

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 8,856

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 20,412

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 55,404

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 17,064

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 33,912

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について（1月分) 42,768

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）総務部その２－２（１月分） 201,830

建設局 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）総務部その２－２（１月分） 134,554

建設局 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 193,607

建設局 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 432

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支払いについて（２月分） 11,175

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支払いについて（２月分） 7,500

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支払いについて（２月分） 3,750

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支払いについて（２月分） 3,750

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支払いについて（２月分） 3,750

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（人事担当分室）の支払（２月分） 81,000

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 ワイヤレススピーカーセットの購入 77,760

建設局 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ETCによる有料道路通行料支払い（1月分） 95,390

建設局 総務部 用度課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 有料道路利用及び駐車場利用の資金前渡（3月追加分） 3,600

建設局 総務部 用度課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の継続検査(自賠責保険加入及び重量税印紙購入) 56,040

建設局 総務部 用度課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 庁有車の継続検査(自賠責保険加入及び重量税印紙購入) 49,200

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 保護帽の購入 567,864

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 工事請負費 東京都土木技術支援・人材育成センター(29)建具改修工 7,390,400

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」ほか19点の購入 400,536

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」ほか19点の購入 582,552

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」ほか19点の購入 315,792

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」ほか19点の購入 45,360

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 追録「現行日本法規」ほか19点の購入 165,780

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 「職員録総覧　追録」の購入 32,400

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 追録「東京都環境法規集」の購入 16,470

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 防塵マスク外１点の購入 221,400

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 土地境界確認及び財産管理業務に係る法律相談業務委託 68,453

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）総務部その１（２月分） 58,121
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建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）総務部その２－２（２月分） 124,099

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）総務部その２－２（２月分） 82,732

建設局 総務部 用度課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度土地境界図等電子化委託 2,343,600

建設局 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度　建設局庁有車の運行管理業務委託(12月分) 9,275,364

建設局 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 備品購入費 備品購入費の支出（普通乗用自動車外2点の購入） 3,919,000

建設局 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 備品購入費 備品購入費の支出（普通乗用自動車外2点の購入） 113,856

建設局 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 備品購入費 備品購入費の支出（普通乗用自動車外2点の購入） 2,659,087

建設局 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 備品購入費 備品購入費の支出（普通乗用自動車外2点の購入） 1,561,066

建設局 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 備品購入費 備品購入費の支出及び振替収支について 5,176,629

建設局 総務部 用度課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 建設局工事統計調査に係る後納郵便料金（２月分） 8,235

建設局 総務部 用度課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 インターネット登記情報提供サービス（２月分） 551

建設局 総務部 用度課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 建設工事受注動態統計調査の書類発送に伴う資金前渡 26,240

建設局 総務部 用度課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,900

建設局 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 被災地派遣者用物品の発送に伴う資金前渡 10,663

建設局 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（２月分） 422,896

建設局 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車保険料（任意保険）に係る継続支払いについて 103,490

建設局 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 一般需用費の支出（粘着式耐震ベルト外1点の購入） 217,890

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 工事請負費 東京都第一建設事務所(29)便所その他改修工事 25,489,560

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 工事請負費 東京都第一建設事務所(29)便所その他改修機械設備工事 19,649,040

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 委託料 東京都第一建設事務所(29)便所その他改修工事監理業務 2,572,000

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 201,877

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 防寒着の購入 90,936

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 防寒安全靴の購入 75,600

建設局 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 追録「地方公務員関係法令実例判例集」ほか1点の購入 48,916

建設局 総務部 職員課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年1月分） 712,244

建設局 総務部 職員課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年1月分） 108,363

建設局 総務部 職員課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年1月分） 164,515

建設局 総務部 職員課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

建設局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 常時必要とする資金(指定医師診断書作成料) 18,324

建設局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,419

建設局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年2月分） 712,244

建設局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年2月分） 108,363

建設局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年2月分） 164,515
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建設局 総務部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

派遣研修｢公共調達と会計検査｣｢公共工事と会計検査｣ 36,900

建設局 総務部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 派遣研修｢公共調達と会計検査｣｢公共工事と会計検査｣ 30,800

建設局 総務部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 派遣研修｢公共調達と会計検査｣｢公共工事と会計検査｣ 432

建設局 総務部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

建設局 総務部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

建設局職員研修所・図書室の管理費等の支出（3月分） 422,532

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 171,480

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 111,084

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 406,590

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 239,532

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 33,325

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 土木工事設計システムの機器等の借入れ 116,477

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 平成29年度土木工事設計システム機能改善委託(その2) 126,522

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度土木工事設計システム機能改善委託(その2) 646,733

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平成29年度土木工事設計システム機能改善委託(その2) 205,806

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 平成29年度土木工事設計システム機能改善委託(その2) 59,899

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 電子調達・納品に伴うCADｿﾌﾄｳｪｱの借入れ（再ﾘｰｽ） 267,786

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 電子調達・納品に伴う出力機器の借入れ 69,120

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 工事情報共有システム機器等の借入れ（再リース） 191,052

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度建設局工事の品質確保の促進方策策定 9,828,000

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 建設局ナレッジシステム機器等の借入れ 190,296

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 建設局ナレッジマネジメントシステム移行支援委託 926,208

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度建設局ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ運用支援委託 4,036,867

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 工事情報共有ｼｽﾃﾑに付与するSSLサーバID証明書の支払 64,584

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 工事情報共有ｼｽﾃﾑに付与するSSLサーバID証明書の支払 432

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 研修受講管理システム移行委託 649,620

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 建設局地理情報システム用サーバ機器等の借入れ 443,232

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 建設局事務所ファイルサーバ機器等の借入れ 393,012

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 建設局ファイルサーバ機器等の借入れ 691,200

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 建設局ナレッジシステム機器等の借入れ 190,296

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 CALS講習会場に係るプロバイダ使用料支出 38,448

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 図書「東京都土木工事標準仕様書(平成30年版)」の購入 196,432

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書「東京都土木工事標準仕様書(平成30年版)」の購入 243,794

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図書「東京都土木工事標準仕様書(平成30年版)」の購入 238,359

建設局 総務部 技術管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 図書「東京都土木工事標準仕様書(平成30年版)」の購入 97,827
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建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補136足立)1月 1,575,320

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補138興野)1月 1,575,320

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補172長崎)1月 3,009,312

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補142・143)1月 2,285,999

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補26南長崎)1月 1,332,909

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(放32押上)1月 2,286,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補52若林)1月 2,286,900

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補86赤羽西)1月 2,286,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補90荒川)1月 3,006,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補29戸越ほか)1月 3,009,906

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補144平井)1月 1,575,180

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(放2西五反田)1月 2,287,008

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補28大井)1月 1,575,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補81巣鴨)1月 3,009,600

建設局 用地部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（１月分） 69,144

建設局 用地部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

委託料 平成29年度移転資金貸付金収納等委託(単価契約)1月分 1,503,431

建設局 用地部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

役務費 不動産情報の入手（２月分） 110,160

建設局 用地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件の前渡金(H29年度分街路)支出３月分 103,195

建設局 用地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件の前渡金(H29年度分河川)支出３月分 67,236

建設局 用地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 複数少額支払案件の前渡金(H29年度分管理)支出３月分 648

建設局 用地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補227大和町)2月 2,286,900

建設局 用地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補73・82)2月 3,009,420

建設局 用地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

委託料 H29年度移転資金貸付金システム運用保守管理委託2月 450,630

建設局 用地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路等用地取得に係る法律相談業務委託(単価契約)2月 117,348

建設局 用地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

役務費 H29年度移転資金貸付金償還金口座振替委託(単契)2月 738

建設局 用地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 用地会計返還金の支出について（平成３０年３月） 30,185,522

建設局 用地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 用地会計返還金の支出について（平成３０年３月） 231,860,653

建設局 用地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写プリントサービスに関する契約(単契)H30年2月分 94,964

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補138興野)2月 1,575,320

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補172長崎)2月 3,009,312

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補26千早)2月 1,575,045

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補26南長崎)2月 1,332,909

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(放32押上)2月 2,286,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補52若林)2月 2,286,900
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建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補86赤羽西)2月 2,286,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補90荒川)2月 3,006,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補29戸越ほか)2月 3,009,906

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補29大崎ほか)2月 2,287,035

建設局 用地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補28大井)2月 1,575,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補136足立)2月 1,575,320

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(補142・143)2月 2,285,999

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補144平井)2月 1,575,180

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー業務委託(放2西五反田)2月 2,287,008

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度生活再建プランナー業務委託(補81巣鴨)2月 3,009,600

建設局 用地部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（残額金）の支出について 2,775,000

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 9,126

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 1,028

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 21,567

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 1,645

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 84,424

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 704

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 管内旅費の支出について（２月分） 194

建設局 用地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

役務費 郵券の購入に伴う資金前渡（その８） 119,750

建設局 用地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託報酬料の支出について 897,480

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

防音工事助成に関する協定（環七・江戸川） 1,495,100

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

緩衝建築物の負担金に関する協定（中原・品川区） 2,341,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口広場等管理委託 14,297,472

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の４）（単価契約） 6,978,713

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 横断歩道橋清掃委託（単価契約） 6,031,194

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の３）（単価契約） 6,710,291

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の２）（単価契約） 7,311,512

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の５）（単価契約） 7,160,664

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の１）（単価契約） 7,127,609

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 清洲橋景観照明改修工事その２ 194,400,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29三の9)井荻トンネル監視設備改修 44,900,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 行幸通り道路景観整備工事(28一-1)(完了払) 278,128,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 平成29年度建設局道路賠償責任保険契約について 808,330

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料 道路台帳業務支援ｼｽﾃﾑにおける機器(ﾊﾟｿｺﾝ等)の借入れ 45,144
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料 道路管理システム用端末機の借入れ 168,735

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 使用料及賃借料 レスキュー・ナビゲーションの機器の借入れ（その６） 136,944

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

防音工事助成に関する契約（環八・杉並） 860,220

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（1月分） 74,411

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（1月分） 69,415

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,198

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

防音工事助成に関する契約（中原・品川） 4,563,900

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

防音工事助成に関する契約（環八・世田谷） 2,140,020

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（3/7～3/8福岡県福岡市） 280,286

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２７西の９） 134,456,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２７西の９） 35,226,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 道路アセットマネジメントシステム用サーバ機器の借入 114,264

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 永代橋長寿命化工事（道路照明改修） 189,612,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 防音工事助成支援システム用機器の賃借 10,800

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 防音工事助成支援システムプログラム修正委託 810,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車重量税及び自動車損害賠償保険料の支出について 49,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車重量税及び自動車損害賠償保険料の支出について 62,460

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 64,479

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 扇大橋長寿命化工事（その１） 255,300,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 蔵前橋景観照明設置工事その２ 177,100,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 駒形橋景観照明設置工事その２ 136,000,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,813

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電共設置工事及び歩道設置工事（27五－墨堤） 3,181,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電共設置工事及び歩道設置工事（27五－墨堤） 158,652,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料 道路台帳業務支援システムにおける(業務用ﾊﾟｿｺﾝ)借入 253,152

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写プリントサービスに関する契約（単価契約）その２ 275,801

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 千代田区歩行者専用道第５号線の維持管理 3,762,188

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

松原橋交差点大気汚染浄化施設の管理に関する契約 2,859,568

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

大和町換気施設の管理に関する契約 3,880,239

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 都道管理連絡室の業務委託（平成29年度） 3,709,557

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 書籍（都道調書ほか１点）の購入 171,844

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 追録（土地区画整理登記総覧ほか９点）の購入 102,141

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び歩道設置工事(27五-墨堤) 27,914,760

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び歩道設置工事(27五-墨堤) 4,189,320
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,329

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

緩衝建築物の負担金に関する協定（環七・世田谷区） 2,274,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 永代橋長寿命化工事（塗装） 150,900,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29一の５）日比谷地下道照明改修 95,904,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口広場等清掃委託 15,122,160

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面下空洞調査委託（道管の26）(単価契約) 65,088,269

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路附属物調査委託 28,620,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 清洲橋長寿命化工事（道路照明改修） 151,553,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

緩衝建築物の負担金に関する協定（環七・葛飾区） 6,074,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 電線類地中化固定資産譲渡平成29年度協定(T-主8音羽) 1,685,860

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の３）（単価契約） 7,459,613

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の２）（単価契約） 7,348,666

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の１）（単価契約） 7,808,282

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の５）（単価契約） 7,089,189

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の４）（単価契約） 7,455,543

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の３） 7,303,669

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の２） 6,494,499

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の１） 7,222,418

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 希少猛禽類対策検討委託 375,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 81,850

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 6,743

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 7,563

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 駐車場管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 8,951

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 35,755

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 17,973

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 54,919

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 8,308

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 1,549

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 2,146

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 8,853

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 書籍（都道確認書）の購入 71,668

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 管理費 需用費 一般需用費 ファイルワゴンほか８点の購入 197,000
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,867

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,669

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 トンネル定期点検委託(走行型画像計測)島嶼・多摩東部 35,216,640

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の３）（単価契約） 7,429,598

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（2月分） 73,262

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（2月分） 28,170

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 防音工事助成支援システム用機器の賃借（再々リース） 4,652

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 駐車場管理費 需用費 一般需用費 Ａ４ノートのは12点の購入 96,864

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 落書除去剤の購入 259,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の２）（単価契約） 7,489,125

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の４）（単価契約） 7,374,557

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の３）（単価契約） 7,475,509

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 補修テープほか10点の購入 218,592

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 液晶テレビほか1点の購入 183,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 液晶テレビほか1点の購入 73,440

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 横断歩道橋清掃委託（単価契約） 7,886,917

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 「平成28年度決算資料」の印刷 289,008

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路防災に関する資料作成業務委託 3,182,760

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 「TOKYO WAY」版下作成委託 478,224

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

緩衝建築物の負担金に関する協定（環七・練馬区） 2,474,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 山岳道路斜面における点検の高度化手法検討委託 18,360,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の１）（単価契約） 7,710,867

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の５）（単価契約） 7,199,877

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の１）（単価契約） 6,972,666

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の２）（単価契約） 7,491,660

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の４）（単価契約） 7,475,479

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 井萩・練馬トンネル管理委託 15,838,416

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 平成29年度事故危険箇所に関する調査委託の支出 6,231,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の１）（単価契約） 7,539,254

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の２）（単価契約） 7,318,072

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（四の３）（単価契約） 7,122,624

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の４）（単価契約） 7,446,738

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の５）（単価契約） 7,615,708

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口広場等管理委託 13,825,296
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電共自歩(29北南-東八道路)の支出(前払金) 150,735,902

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電共自歩(29北南-東八道路)の支出(前払金) 54,264,098

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の１）（単価契約） 6,775,817

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の２）（単価契約） 7,477,353

建設局 道路管理部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の４）（単価契約） 7,566,234

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事に伴う擁壁設置工事（29南東-坂浜平尾） 171,900,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち擁壁設置工事(28三-環3弁天町) 40,800,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち擁壁設置工事(28三-環3弁天町) 44,200,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ﾘｰﾌﾚｯﾄ「連続立体交差事業のｽﾄｯｸ効果」の印刷 101,088

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出(管理課、道路橋梁課：八丈町) 130,586

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃借料の支出について 7,776

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃借料の支出について 7,776

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 白黒コピーほか４点の契約（単価契約）に係る支出 5,054

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第2号線に関する交通量予測等業務委託 7,722,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 29,290

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 269,945

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 18,139

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（一需　３月分） 7,848

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（役務　３月分） 815

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

西武線(中井～野方)との連立に係る平成29年度事業費 770,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

西武線(東村山)との連立に係る平成29年度事業費 460,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃借料の支出について 7,776

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃借料の支出について 7,776

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写・ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽに関する支出について 2月分 96,085

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写・ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽに関する支出について 2月分 160,142

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写・ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽに関する支出について 2月分 64,057

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 中央自動車道の橋脚の移設に関する平成29年度協定 96,552,586

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

中央自動車道の橋脚の移設に関する平成29年度協定 170,360,832

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

小田急線の連立に係る機能回復工事の平成29年度事業費 24,016,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(大島町） 96,024

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 地下トンネル及び築地換気所築造工事(27一-環2築地) 1,394,129,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 木根川橋長寿命化工事(その５) 106,300,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度鉄道立体化に関する事業化検討業務委託 1,620,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（第7号様式分） 1,664
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵便切手の購入について 49,990

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 補償補填及賠償金 高浜橋架替及びガス管移設工事費用負担に関する協定 107,784,900

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 地下トンネル築造及び擁壁設置工事(27四-放35北町） 426,735,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 地下トンネル築造及び擁壁設置工事(27四-放35北町） 176,695,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち電共設置工事(28二-環2上目黒) 19,830,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 坂浜橋(仮称)上部製作・架設工事(28南東-坂浜平尾) 123,060,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度連続立体交差事業（ストック効果調査委託） 7,344,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

国土交通省道路局所管社会資本整備総合交付金の返還 8,469,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 14,510

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 148,813

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 20,283

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 27,815

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 53,179

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 534

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 特別旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 1,834

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 178,581

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 10,202

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 10,272

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 平成30年2月分の旅費の支出について（ｼｽﾃﾑ登録分） 776

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 築地虎ノ門トンネル管理委託 9,782,208

建設局 道路建設部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 直轄事業負担金
負担金補助及交付
金

平成29年度直轄事業負担金（道路）の支出 25,493,416,652

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度外環大泉事務所清掃委託代金支出(1月分) 53,438

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地代金の支出① 18,780,128

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地代金の支出① 7,586,275

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地代金の支出② 6,465,031

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地代金の支出② 2,611,564

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(ｶﾗｰ)に関する契約(単契)代金の支出(1月分) 7,268

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ契約(単契)その2代金の支出(1月分) 14,573

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 平成29年度 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ料金の支出(1月分) 32,425

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出(平成２９年度１月分) 570

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金準備(3月分)道・一需 56,904

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金準備(3月分)道・役務 38,402

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計（三鷹3・4・12号線）前払金の支出 1,100,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の賃借料金の支出 9,558
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建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借料金の支出 864

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料等の支出 5,364,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 委託料支出　交通量調査委託(補助第219号前ほか2路線) 7,776,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料等の支出 24,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,721

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,680

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,364

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,745

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(ｶﾗｰ)に関する契約(単契)代金の支出(2月分) 11,372

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単契)その2代金の支出(2月分) 17,178

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 委託料の支出／建物等調査委託(外環の2)単価契約 306,183

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 外環道(青梅街道IC・区分地)用地測量(29-2)完了払支出 11,740,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 委託料支出・外環(青梅街道IC・区分地)用地測量(29-1) 5,378,400

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料の支出 4,893,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約の締結 1,250,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料等の支出 4,676,450

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度２月分旅費の支出 68,723

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度２月分旅費の支出 3,784

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度２月分旅費の支出 86,008

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度２月分旅費の支出 1,046

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡 49,200

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料契約の締結 19,832,304

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

外環大泉事務所(303号室)電気・水道料金の支出(2月分) 48,454

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

外環大泉事務所(304号室)電気・水道料金の支出(2月分) 9,560

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 委託料支出/東八道路IC(仮称)接続部道路予備修正設計 13,284,000

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度外環大泉事務所清掃委託代金支出(2月分) 53,438

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 料金の支出(精算払)【埋蔵文化財調査委託(外環の2)】 3,893,400

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地代金の支出 54,882,210

建設局
三環状道路整備推
進部

管理課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

平成28年度　行政財産使用料　過誤納金の支出について 12,165

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立横網町公園の管理(１月分) 5,292,432

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立夢の島公園及び夢の島熱帯植物館の管理（１月分） 22,102,740

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立潮風公園及び都立台場公園の管理（１月分） 6,613,583

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 駒沢オリンピック公園じゃぶじゃぶ池改修工事その2 32,457,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 駒沢オリンピック公園じゃぶじゃぶ池改修工事その2 68,143,000
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建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立陵南公園外３公園の管理（１月分） 18,219,600

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 夢の島公園西地区護岸改修工事（その２） 347,665,840

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 潮風公園護岸改修工事（その2） 554,390,680

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 報償費 文化財庭園保存・復元・管理等専門委員会の支払い 157,427

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 特別旅費 文化財庭園保存・復元・管理等専門委員会の支払い 25,940

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(1月分） 24,679

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(1月分） 1,858

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 特別旅費 葛西臨海水族園のあり方検討会の支払い 105,646

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 報償費 葛西臨海水族園のあり方検討会の支払い 180,630

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

霊園管理料過誤納還付金について（歳出還付） 63,225

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 平成29年度東京都公園審議会の速記委託の支払 68,040

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 「花の見ごろ情報」の印刷 102,600

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立狭山公園外４公園の管理（１月分） 29,743,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立武蔵野公園外７公園の管理（１月分） 37,929,600

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 使用料及賃借料 霊園管理システム運用機器の賃借(長期継続契約) 120,312

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 道路緑化資料の印刷について 285,660

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 平成29年度におけるﾃﾞｼﾞﾀﾙMCA無線機のﾘｰｽ料の支出 1,740,960

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立日比谷公園外６施設の管理（１月分） 57,464,073

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立戸山公園外５公園の管理（１月分） 52,138,823

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立長沼公園外４公園の管理（１月分） 23,737,388

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立浜離宮恩賜庭園外８公園の管理（１月分） 46,239,741

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立神代植物公園の管理（１月分） 44,531,654

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 委託料 東京都多磨霊園外７霊園の管理（１月分） 127,174,050

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 委託料 東京都瑞江葬儀所の管理（１月分） 28,560,654

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立東白鬚公園外２０公園の管理（１月分） 291,519,500

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立大神山公園の管理（１月分） 5,254,241

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 2,570

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 42,768

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 64,456

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 レスナビにおける機器（ノートパソコン等）の借入 64,368

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 使用料及賃借料 レスナビにおける機器（ノートパソコン等）の借入 4,023

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 使用料及賃借料 レスナビにおける機器（ノートパソコン等）の借入 12,069

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 電波利用料の支払について 13,860

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都市公園利用実態調査 3,780,000
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建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 霊園管理システム一部回収委託(アプリ環境非互換対応) 52,369,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 郵便切手の購入について（資金前渡）　３月分 36,660

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 委託料 霊園管理システムデータファイルの作成委託(２月分) 28,026

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 H29 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 127,725

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 役務費 霊園管理システムに係るクラウド環境の役務提供委託 2,063,880

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 道路上空連結デッキ整備に関する年度協定について 51,536,520

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立猿江恩賜公園外６公園の管理（２月分） 52,279,560

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 葛西臨海公園他38公園公衆無線LANサービス業務委託 189,430

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 委託料 葛西臨海公園他38公園公衆無線LANサービス業務委託 21,492

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立横網町公園の管理（２月分） 5,292,432

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 多摩動物公園アジアゾウ展示施設整備工事（その３） 121,775,442

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 多摩動物公園アジアゾウ展示施設整備工事（その３） 7,324,558

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 8,541

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 6,622

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 16,157

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 149,340

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 171,618

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 432

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（2月分） 68,122

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,482

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立潮風公園及び都立台場公園の管理（２月分） 6,613,583

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 芝公園清掃その他作業委託 7,668,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 光が丘公園清掃その他作業委託 7,442,280

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 水元公園清掃その他作業委託 7,475,760

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 日比谷公園清掃その他作業委託 7,395,840

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 上野恩賜公園清掃その他作業委託 5,364,360

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 報償費 日比谷公園グランドデザイン検討会の報償費の支出 89,960

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 追録「都市計画法規集」外32点の購入 274,737

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 代々木公園清掃その他作業委託 11,252,520

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 近郊緑地清掃その他作業委託 5,135,400

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

霊園管理料過誤納還付金の歳出還付 18,150

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（２月分） 76,304

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（２月分） 5,743

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 委託料 恩賜上野動物園外３施設の管理（２月分） 476,135,658
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建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立東京臨海広域防災公園の管理（２月分） 4,498,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立夢の島公園及び夢の島熱帯植物館の管理（２月分） 22,102,740

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 芝公園他12公園におけるLANサービス提供業務委託 113,778

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 「文化財庭園の保存活用計画（小石川後楽園）」の印刷 208,440

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 平成30年度用「公園有料施設入場票」の印刷 85,320

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費
償還金利子及割引
料

短期収蔵施設の使用終了に伴う使用料の還付 64,100

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立狭山公園外４公園の管理（２月分） 29,743,221

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 役務費 葛西臨海水族園のあり方検討会の速記委託 40,089

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 スポーツ施設使用料徴収用自動券売機の借入れ 435,024

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 スポーツ施設予約管理システム機器の借入れ 1,647,961

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 スポーツ施設予約管理システム機器の借入れ 352,548

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

使用料及賃借料 スポーツ施設予約管理システム機器の借入れ 147,611

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 スポーツ施設予約システム機器の借入れ(MacOS検証用) 5,508

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 スポーツ施設予約システム機器の借入れ(MacOS検証用) 1,321

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

使用料及賃借料 スポーツ施設予約システム機器の借入れ(MacOS検証用) 515

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 東京都スポーツ施設予約センターの運営委託 1,587,600

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京都スポーツ施設予約センターの運営委託 381,024

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 東京都スポーツ施設予約センターの運営委託 148,176

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 役務費 平成29年度霊園管理料過誤納還付金（歳入還付）4月 3,451

建設局 河川部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 呑川防潮堤耐震補強工事（その１５）その２ 203,900,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費
負担金補助及交付
金

利根導水路大規模地震対策事業の費用負担等に関する 2,681,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等指定に係わる補助業務委託 11,124,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 特種用途自動車購入に伴う自賠責保険料の支払 31,230

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 河川水面清掃船の借入れ（その４）１２月分 936,360

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 レスキュー・ナビゲーションにおける機器（ノートパソ 32,076

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 気象情報配信業務代金の支出について 43,200

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 河川水面清掃船の借入れ（その3-1）２月分 784,101

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 河川水面清掃船の借入れ（その3-2）２月分 889,898

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 隅田川（千住大橋上流）左岸防潮堤耐震補強工事（その 413,054,520

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 綾瀬川護岸耐震補強工事（その２６） 798,232,840

建設局 河川部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料の支出（河川防災情報用）(1月分) 2,354

建設局 河川部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 扇橋閘門耐震補強工事に伴う監視制御設備工事その２ 139,100,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 河川水面清掃船の借入れ（その２）の支出（２月分） 1,598,292

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 使用料及賃借料 水防災総合情報ｼｽﾃﾑ用監視制御装置の借入代金の支出 1,599,360
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建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 道路河川占用物件管理ｼｽﾃﾑ機器の借入代金の支出 34,992

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料 道路河川占用物件管理ｼｽﾃﾑ機器の借入代金の支出 34,992

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 水防災総合情報ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の借入代金の支出 12,488

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 使用料及賃借料 水防災総合情報ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の借入代金の支出 5,852,776

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 東京都防災行政無線設備（水門管理センター）の借入れ 1,719,360

建設局 河川部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出(1月分） 27,356

建設局 河川部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川テラス等24時間巡回警備業務委託（その１） 2,685,052

建設局 河川部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(一般需用費) 143,099

建設局 河川部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(水防・役務費) 13,186

建設局 河川部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 清澄排水機場耐震補強工事 241,737,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 緊急登庁によるタクシー利用料金の支出 8,260

建設局 河川部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 石神井川整備工事（その１５９） 279,373,960

建設局 河川部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 善福寺川整備工事（その２０２） 341,200,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川水辺環境保全業務における一般廃棄物の収集 11,314

建設局 河川部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川水面清掃業務委託（単価契約）の支払（1月分） 25,439,292

建設局 河川部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 隅田川（白鬚橋上下流）左岸テラス及修景工事（２） 136,900,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 隅田川（新田橋上下流）右岸防潮堤耐震工事 239,700,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 下高井戸調節池工事 389,300,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 備品購入費 特殊用途自動車(移動式排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車)の買入代金の支出 8,021,220

建設局 河川部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 旅費 普通旅費 近接地外の宿泊研修旅費の支出について(第62回水工学 57,940

建設局 河川部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水上バス保守管理委託に関する平成２９年度協定に係る 38,587,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門・排水機場等施設管理業務委託の支払(2月分） 13,870,332

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等指定に係わる補助業務委託 11,124,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 都内河川流域における治水対策基礎調査委託 4,212,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平成29年度河川愛護月間行事効果調査委託 9,266,400

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 報償費 伊豆大島火山減災砂防計画改定検討委員会の謝金支出 92,800

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 報償費 三宅島火山砂防基本計画改定検討委員会の謝金支出 92,800

建設局 河川部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 工事請負費 神田川防潮堤修景工事の支払（前払金） 206,900,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 南浅川整備に伴う基本検討委託 4,752,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 湯殿川外４河川における河道基礎調査委託 6,858,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平井川流域及び霞川流域における河道基礎調査委託 4,287,600

建設局 河川部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 亀子鉢沢外１渓流　砂防基本計画策定のための検討委託 3,240,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 綾瀬川護岸耐震補強工事（その27）の支払（部分払い） 500,000,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 図書｢日本砂防史Ⅱ｣の購入代金の支出 27,390
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建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写・ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ単価契約その２の代金支出 167,662

建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 平成29年度複写・ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ単価契約その２の代金支出 167,663

建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎詳細調査委託（区部12・単契） 390,266

建設局 河川部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 委託料 東京都水防災総合情報システム保守委託（単価契約） 7,086,420

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害対策の優先度評価委託（その２） 8,618,400

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 防災船着場付帯施設検討委託 15,984,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 携帯電話ほか1件の購入代金の支出 99,144

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平成29年度廃棄文書等溶解処理単価契約委託代金の支出 13,716

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 平成29年度廃棄文書等溶解処理単価契約委託代金の支出 81,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 「川のフォトコンテスト作品募集チラシ」の印刷の支出 102,600

建設局 河川部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料の支出（河川防災情報用）(2月分) 2,354

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川テラス等24時間巡回警備業務委託（その１） 2,811,650

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 中川護岸耐震補強工事（その３４） 1,049,780,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 旧江戸川防潮堤耐震補強工事（その２０４） 53,692,800

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 海老取川防潮堤耐震補強工事（その202-4） 292,000,000

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 直轄事業負担金
負担金補助及交付
金

平成29年度国土交通省直轄治水事業に係る東京都負担 6,747,282,080

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 直轄事業負担金
負担金補助及交付
金

平成29年度国土交通省直轄治水事業に係る東京都負担 215,966,863

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 直轄事業負担金
負担金補助及交付
金

平成29年度国土交通省直轄治水事業に係る東京都負担 143,717,868

建設局 河川部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川水辺環境保全業務委託の支払(2月分） 22,904,022

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路台帳及び地下埋設物台帳補正測量（29一の1） 1,694,520

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路台帳及び地下埋設物台帳補正測量（29一の1） 1,657,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路台帳及び地下埋設物台帳補正測量（29一の1） 1,939,680

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 隅田川しゅんせつ工事に伴う底質調査委託(その2) 3,024,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話使用料の支出について　工事課レスナビ用携帯電話 10,805

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 下水道使用料の支出について（共同溝） 6,192,922

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹診断委託（千代田・中央）（単価契約） 8,244,979

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車継続検査申請に係る自動車重量税印紙の購入 6,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車継続検査申請に係る自賠責保険料の支出 25,070

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医の選任に伴う支出（１月分） 63,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌概況調査委託(29一‐補4乃木坂) 518,400

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29一の11・歩道改善） 68,600,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カラーコピー外２点の印刷(単価契約) 13,037

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 廃棄文書等処理委託（工区）（単価契約） 79,218

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 廃棄文書等処理委託（工区）（単価契約） 52,812
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 高速道路使用料金の支出 350

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約に伴う支出 168,888,657

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話使用料の支出　古川地下調節地 184,557

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 148,094

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 37,618

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 1,512

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 44,550

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょうカラー舗装清掃委託（その３） 4,536,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 古川地下調節池排水施設設備工事(その5) 20,899,080

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託（港）その１ 8,640,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 工事請負費 新河岸川しゅんせつ工事 28,086,480

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 隅田川しゅんせつ工事に伴う底質調査委託(その3) 3,153,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 街路樹植栽工事（港） 3,843,213

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 外堀通りシンボルロード整備事業基本設計（29一-1） 3,200,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ委託（中央工区その２）単価契約 1,632,251

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29一の港)(単価契約)(10月分) 2,027,592

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ委託(港工区その1)単価契約(11～25) 4,875,595

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気使用料の支出(古川地下調節地排水施設　港区三田) 272,850

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（港工区東部その２）単価契約（6～8） 1,616,328

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の３）単価契約その１ 6,991,272

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の３）単価契約その１ 2,993,202

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 233,737

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,294

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 331,901

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 795

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 84,183

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,009

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,324

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,545

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 かちどき橋の資料館ほか特別清掃及び各種設備保守点検 59,601

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所港工区受水槽清掃委託 55,080
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車継続検査申請に係る自動車重量税印紙の購入 16,400

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車継続検査申請に係る自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路上障害物撤去処分及び隅田川河川区域清掃委託(2)単 419,796

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 路上障害物撤去処分及び隅田川河川区域清掃委託(2)単 130,572

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰの使用に伴う代金の支出(1月分) 45,930

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰの使用に伴う代金の支出(1月分) 71,080

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,691

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ETCによる高速道路利用料金の後納払に係る経費(1月分) 15,390

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る前渡金の準備(3月分) 4,400

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 12,528

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 6,264

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 25,056

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所建物管理委託（１２月分） 393,725

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所庁舎警備委託（２月分） 36,720

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所駐車場庁舎警備委託（２月分） 47,412

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所所管工区警備委託（２月分） 36,936

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 東京都第一建設事務所塩浜倉庫警備委託（２月分） 75,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 晴海通りシンボルロード整備工事（29一-1） 43,200,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 環二工事事務所防火対象物点検委託 16,200

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修(29一の12・遮熱)自走空間整備工事（29一-7） 37,100,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修(29一の12・遮熱)自走空間整備工事（29一-7） 49,200,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計（29一-2） 500,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 靖国通りシンボルロード整備事業基本設計（29一-1） 2,300,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車継続検査申請に係る自動車重量税印紙の購入 30,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車継続検査申請に係る自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 ごみ運搬船建造工事(その１－２) 239,760,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第2号線　事業用地管理工事(単価契約)(60～74) 622,458

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 環状第2号線　事業用地管理工事(単価契約)(60～74) 2,184,479

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出（補助11（白金）） 1,642,680

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 建築物に関する完了検査申請手数料の支出 23,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う経費の支出 88,900

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 指揮艇（つきじ）中間検査に係る検査手数料の支出 19,200

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(広幅)(複数単価契約) 21,934

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（千代田工区その２）単価契約（11～15） 783,378
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ委託(港工区その2)単価契約(1～2) 106,488

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,020

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（概算払）の支出 84,999

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 電話使用料の支出について　虎ノ門トンネル監視室 10,938

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝整備に伴う占用物件の移設補償金の支出 577,976

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下道路施設管理業務委託（２月分） 3,402,648

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょうカラー舗装清掃委託（その２） 5,184,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 銀座地下歩道警備委託（２月分） 157,680

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 東京都第一建設事務所所管工区等清掃委託（２月分） 182,822

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 東京都第一建設事務所所管工区等清掃委託（２月分） 20,347

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 永代橋長寿命化詳細補足設計 11,556,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 黎明橋長寿命化基本設計及び強震計改修設計 7,121,520

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 黎明橋長寿命化基本設計及び強震計改修設計 5,298,480

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路補修工事（29一の1）東銀座地下自動車道 25,133,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 新大橋長寿命化詳細設計及び中央大橋補修検討 11,279,527

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 新大橋長寿命化詳細設計及び中央大橋補修検討 2,746,473

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 芝共同溝性状調査委託その２（西新橋工区） 3,402,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面補修詳細修正設計（29一の1） 1,444,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29一の2）新橋地下自動車道ラジオ 33,760,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事（千代田工区その１）単価契約 660,733

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（千代田工区その１）単価契約 22,578,388

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(ｶﾗｰその2)(複数単価契約) 59,153

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 20,829

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 4,113

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 12,540

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 9,929

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,137

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 かちどき橋の資料館ほか特別清掃及び各種設備保守点検 146,563

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 かちどき橋の資料館警備委託（２月分） 26,892

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 167,270

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,980

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,092

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,226
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 古川地下調節池自家用電気工作物保安管理業務委託 81,648

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備詳細設計（29一‐8） 6,187,560

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下歩道清掃委託（12、1月分） 1,195,380

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 トンネル他保守委託（２月分） 299,160

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 港共同溝設備改修詳細設計 5,184,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 日本橋防潮堤耐震補強工事に伴う詳細設計 12,744,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下横断歩道清掃委託（中央工区）（7～12月分） 1,277,937

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 歩行者用観光案内標識設置詳細設計及びデータ更新(六 4,795,200

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 防災船着場補修工事に伴う補足設計 5,360,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 古川整備工事(一之橋下流右岸)に伴う護岸補足設計 3,120,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川名標識設置工事(その1) 19,120,629

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 工事請負費 荒川遊園防災船着場しゅんせつ工事 29,691,280

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 九段共同溝清掃委託 8,100,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置に伴う照明設置工事（29一‐2） 14,100,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹剪定委託（千代田）緊急施行 1,556,042

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 建築物に関する完了検査申請手数料の支出 16,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29一の港)(単価契約)(11、12月分) 3,861,864

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出（補助４乃木坂） 4,406,091

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 244,626

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,314

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,503,470

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,637,446

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,075

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,273,426

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 120,191

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 909,113

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,135

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,327

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,102

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,961

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,788

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,310

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,093
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,184

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,766

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,796,793

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 永代橋長寿命化工事（橋面舗装及び伸縮装置取替） 132,624,165

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 環２整備事業作業ヤード用土地賃貸借契約 7,358,766

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下横断歩道清掃委託（市ヶ谷）（１月分） 354,580

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約に伴う支出 330,639,990

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 9,996

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その2)(複数単価契約) 10,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 30,663

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 9,720

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(カラー)(複数単価契約) 32,119

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,929

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 434,713

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 古川橋長寿命化基本設計 4,536,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう景観照明灯具清掃等委託 3,227,040

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう景観照明灯具清掃等委託 1,415,880

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事（29一-1） 25,800,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植樹帯等清掃委託（千代田） 15,660,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植樹帯等清掃委託（中央） 6,904,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ファクシミリ用トナーカートリッジの購入(その3) 226,422

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（中央工区その２）単価契約（9～10） 1,706,562

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

環二工事事務所賃貸借契約に伴う支出 14,495

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 15,140

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 35,549

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 8,905

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 行政財産の使用承認に伴う使用料の支出 19,176

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょうカラー舗装清掃委託（その４） 5,184,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第2号線築地大橋景観照明詳細設計 19,278,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 六本木通りシンボルロード整備事業基本設計（29一-1） 5,616,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 聖橋長寿命化修正設計 7,560,000
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 六本木通りシンボルロード整備詳細修正設計(29一‐1) 2,842,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 不活性ガス消火設備の緊急修繕 415,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 青山橋長寿命化詳細設計 17,100,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地売買代金の支出 5,000,000,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出（補助４六本木） 3,708,720

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,592

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,180

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,012

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 366,494

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,078

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 180,442

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 68,493

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,210

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 42,399

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,392

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 31,398

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,516

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,662

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 845

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,513

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,049

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話使用料の支出　古川地下調節地 201,625

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29一の4)照明設備改修 22,723,440

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第２号線（虎ノ門）トンネル消防設備点検委託 1,004,400

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 日本橋川防潮堤耐震補強工事に伴う地質調査（その3） 5,927,240

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（確定払）の支出 33,630

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（概算払）の支出 10,206

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 129,048

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 2,108

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 18,544

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 117,122

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 8,233
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月旅行分） 20,163

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医の選任に伴う支出 63,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 隅田川防潮堤被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工事に伴う詳細設計(その2 6,300,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修（29一の10）その2 12,000,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝整備に伴う占用物件の移設補償金の支出 6,534,012

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 古川整備工事に伴う水理模型実験委託 15,012,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 消火器の購入 296,352

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話使用料の支出について　工事課レスナビ用携帯電話 10,803

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気使用料の支出（古川地下調節地排水施設港区三田） 243,333

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,370

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 建物等調査委託(単価契約)【補29・豊町外２路線】の支 4,166,906

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の7)単価契約その2の支出（1月分） 1,474,243

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の7)単価契約その2の支出（1月分） 3,149,442

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の６)単価契約の支出（1月分） 1,040,623

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の5)単価契約その2の支出（1月分） 2,435,977

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の支払いについて(1 10,804

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 補償補填及賠償金 漁業補償契約(等々力大橋（仮称）)の締結 752,978

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 備品購入費 電動式自転車外1点の購入 213,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 電動式自転車外1点の購入 4,320

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 電動式自転車外1点の購入 37,768

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 電動式自転車外1点の購入 1,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の5)単価契約その2の支出(１月分） 383,933

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の5)単価契約その2の支出(１月分） 65,381

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の5)単価契約の支出（1月分） 58,730

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の5)単価契約の支出（1月分） 31,147

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の４)単価契約の支出（1月分） 550,737

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の３)単価契約の支出（1月分） 294,922

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の３)単価契約の支出（1月分） 77,798

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 339,665

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 1,202

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 98,938
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 27,643

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 18,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 14,205

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(1月分) 29,429

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 常温混合物外１点の購入 101,196

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託の支出（放射17号・大森東） 129,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・豊町）の締結(完了払） 992,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 2,019,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 谷沢川分水路工事に伴う水理模型実験委託(その４) 8,640,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補27号・富士見橋）の締結（前払金） 37,663,180

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・西大井）の締結 64,421

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・西大井）の締結 4,166,735

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 街路灯等4基（放射27号線富士見橋)の電気料金の支出 2,124

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 街路灯（世田谷区野毛）の電気料金の支出及び公共料金 12,738

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 20,720

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 80,625

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 29,592

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 1,080

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,961

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,394

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 特例都道第413号線警備委託の支出（１月分） 860,436

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第26号線(平塚橋)道路詳細補足設計及び電線共同溝 2,340,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・豊町）の締結（完了払) 85,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（放射17号・大森東）の締結(完了払) 1,638,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(放射第17号・大森東)の締結(完了払) 1,866,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・戸越）の締結(完了払） 284,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・戸越）の締結（完了払) 284,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補27号・富士見橋）の締結(前払金) 29,709,340

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車車検に伴う自動車重量税及び自賠責保険料の支出 24,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車車検に伴う自動車重量税及び自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の4)単価契約その2の支出（1月分） 1,455,408

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の２)単価契約の支出（1月分） 1,673,406
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の5)単価契約その3の支出（1月分） 1,384,965

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出(12～１月分) 1,587,213

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出(12～１月分) 62,402

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出(12～１月分) 144,591

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出(12～１月分) 487,040

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 常時必要とする経費に係る資金前渡について（3月分） 30,180

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,409

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,613

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,838

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,442

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,242

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,336

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 平和隧道地質調査の支出 3,016,440

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 移設等保証金の支出（主要地方道環状6号(第317号)松見 2,909,859

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分） 1,387,806

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分） 6,375,874

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の4)単価契約その2の支出(12～1月分) 617,989

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の4)単価契約その2の支出(12～1月分) 2,393,221

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の５)単価契約その2の支出(12～1月分) 839,695

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の５)単価契約その2の支出(12～1月分) 726,181

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分 1,885,329

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分 341,906

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 建物等調査委託(単価契約)【放23・松原その２】の支出 6,030,629

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,929

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 工事請負費 呑川緑化工事（その１０）の支出（前払金） 9,600,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・戸越）の締結 46,717,013

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・戸越）の締結 64,665,202

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・大崎）の締結 2,676,916

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・大崎）の締結 43,294,945

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・大崎）の締結 6,246,136

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・大崎）の締結 47,979,577

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・大崎）の締結 53,041,963

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図面袋外6点の購入 243,864

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写機用紙外10点の購入 299,743
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＥＴＣによる高速利用料金の後納払に係る経費(1月分) 5,250

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 563,657

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 711,574

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 品川工区ほか３工区庁舎清掃委託（2月分） 66,118

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補52号・宮坂）の締結（完了払) 10,795,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第二建設事務所工区その他警備委託（2月分） 53,568

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都第二建設事務所工区その他警備委託（2月分） 11,232

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・大崎）の締結（完了払) 4,125,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 丸子橋維持工事(橋面舗装） 17,263,800

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 船入場調節池設備補修詳細設計の支出（前払金） 2,200,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 目黒工区階段手摺他塗装及び一部内装工事 1,080,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 等々力大橋(仮称)整備事業に伴う保育サービス委託 48,591

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川総合庁舎(ＭＢ階)維持管理費の支出(1月） 59,703

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川総合庁舎維持管理費（1月分） 3,159,942

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 第二建設事務所トンネル電気室及びポンプ室水道料金 3,736

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設自家用電気工作物保安管理業務委託（2月分） 390,744

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補28号・大井)(明)の締結（完了払) 1,838,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 富ヶ谷歩道橋外3か所昇降機定期点検整備委託（2月分） 1,044,036

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 特例都道第413号線警備委託の支出（２月分） 777,168

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(２９二の１）の支出 7,042,680

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 2,174,143

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 目黒川河床整備工事に伴う詳細設計の支出（完了金） 5,360,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29二の２)大鳥排水場ほか7箇所直流 5,900,040

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 4,536,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 非木造建物等積算委託【主312号線(等々力大橋)外2路線 2,581,848

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 非木造建物等積算委託【主312号線(等々力大橋)外2路線 571,752

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 等々力大橋(仮称)整備に伴う河川内土砂掘削運搬工事 83,800,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補125・喜多見）の締結（完了払) 146,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第２号線　道路予備補足設計及び道路擁壁詳細設計 2,900,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射17号線(呑川)道路詳細設計及び橋梁詳細修正設計 2,200,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 富士見橋補修工事(緊急施工)の支出 35,640,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 猿楽町歩道橋撤去設計(その２）（前払金） 900,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・豊町）の締結（前払金） 15,893,145

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・西大井）の締結（前払金) 3,696,081
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補27号・富士見橋）の締結(前払金 1,769,619

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車車検に伴う自動車重量税及び自賠責保険料の支出 16,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車車検に伴う自動車重量税及び自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の3)単価契約その2の支出（1月分） 1,315,289

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の3)単価契約その2の支出（1月分） 674,416

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分 3,674,338

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の2)単価契約その2の支出(12～1月分 3,002

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の品川）（単価契約）の支出(1 1,925,856

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の6)単価契約その2の支出（1月分） 1,634,216

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の2)単価契約その2の支出（1月分） 901,502

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(二の2)単価契約その2の支出（1月分） 2,595,585

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の3)単価契約その2の支出（1月分） 1,604,232

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の1)単価契約その2の支出（1月分） 1,472,482

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(二の1)単価契約その2の支出（1月分） 448,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の7)単価契約その2の支出（1月分） 1,561,374

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の7)単価契約その2の支出（1月分） 591,634

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の目黒）(単価契約)の支出（1 1,936,764

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の６)単価契約その２の支出(12～1月分 1,083,915

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の６)単価契約その２の支出(12～1月分 4,858,207

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の3)単価契約その2の支出(12～1月分) 1,096,844

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の3)単価契約その2の支出(12～1月分) 3,180,586

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 建物等調査委託(単価契約)【補54(上祖師谷)外3路線】 1,086,721

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 船入場調節池警備委託の支出(２月分） 12,960

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 背枕外16点の購入 228,713

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補54号・上祖師谷)の締結（完了払) 8,512,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 8,747,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 土のう袋の購入 522,720

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の3)単価契約その3の支出（1月分） 883,224

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の3)単価契約その3の支出（1月分） 2,241,442

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ポンプ施設・安全灯（補26・豊町）ほか電気料金の支出 61,721

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入（資金前渡及び精算） 160,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵券の購入(資金前渡及び精算) 360,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 86,679

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 5,973
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 32,615

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,029

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 白金・仙台坂・蒲田交差トンネル清掃委託の支出 7,020,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 白金トンネル防災設備改修設計の支出 2,700,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第２号線　地質調査の支出（完了金） 1,477,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 カラー舗装清掃(橋りょう部）委託の支出 4,536,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹冬期剪定（世田谷工区）その１３の支出 8,785,800

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 都大橋長寿命化工事（その4）（完了払) 64,877,760

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補28号・大井）の締結（前払金） 28,003,654

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その3-2の支出(12～1月分) 116,640

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(単価契約)その3-2の支出(12～1月分) 10,166,962

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その3-2の支出(12～1月分) 304,387

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の４)単価契約その2の支出(12～1月 1,876,867

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の４)単価契約その2の支出(12～1月 1,908,698

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,692

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,924,569

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 137,826

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,118,650

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 73,680

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,529

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,796

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,685,752

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,978

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,098,981

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 172,946

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,552,866

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,616

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 772,401

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,026

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（2月分） 12,528

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（2月分） 6,264

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 222,000
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第27号線(富士見橋)橋梁詳細修正設計の支出 11,848,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹冬期剪定（世田谷工区）その１２の支出 7,290,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹冬期剪定（世田谷工区）その14の支出 3,121,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路上障害物撤去委託(二の2)単価契約の支出（2月分） 2,068,923

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(広幅機)単価契約（2月分） 42,552

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(工区複合機)単価契約（2月分） 45,031

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(ｶﾗｰ)単価契約（2月分） 37,619

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(ﾓﾉｸﾛ)に関する契約(単価契約)（2月分） 41,395

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(複合機)に関する契約(単価契約)（2月分） 147,814

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 129,167

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,196

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,856

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,533

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,642

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,897

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,758

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,422

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,926

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,868

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,077

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,794

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,609

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29二の１・二層式低騒音舗装）及び電線 86,371,760

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29二の１・二層式低騒音舗装）及び電線 1,046,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29二の１・二層式低騒音舗装）及び電線 15,831,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29二の３・二層式低騒音舗装)(完了払) 87,060,640

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路附属物現況調査委託(29二の１) 2,959,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 勝平橋長寿命化詳細補足設計 2,916,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 中之島橋長寿命化詳細設計（その２）（前払金） 5,800,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度補助第28号線(大井)ほか用地補足測量(単価 2,654,390

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 建物等調査積算委託(単価契約)【補28号・大井】の支出 4,405,124

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の１)単価契約の支出(12月分） 44,059

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の１)単価契約の支出(12月分） 130,739
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29二の4)擁壁改修の支出（完了金） 4,655,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 等々力大橋（仮称）整備に伴う地歴調査委託の支出 448,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 道路境界鋲の購入 118,800

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 常温混合物外2点の購入 106,488

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カウンター外1点の購入 196,776

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出（2月分） 25,911

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出（2月分） 82,111

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出（2月分） 6,770

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出（2月分） 16,251

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その2-2の支出(11～１月分) 80,136

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(単価契約)その2-2の支出(11～１月分) 6,103,468

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医活動報酬の支出について（3月分） 72,005

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 放置自転車及び放置バイクの回収運搬業務委託(単価契 37,746

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大井南陸橋長寿命化詳細設計 37,800,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29・西大井東馬込)の締結(完了払) 3,295,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 管内道路附属物(防護柵等）の清掃委託（二の２） 31,968,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・豊町）の締結（前払金） 38,263,659

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その1-3の支出(12～1月分) 399,994

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(単価契約)その1-3の支出(12～1月分) 11,288,755

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その1-3の支出(12～1月分) 58,039

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事(単価契約)その1-3の支出(12～1月分) 1,940,933

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 959

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,571

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,416

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,758

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,336

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,234

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間予備設計(29二-１） 5,551,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 等々力大橋(仮称)整備事業に伴う用地説明会会場設営委 615,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 第二建設事務所トンネル電気室専用回線料金の支出(3月 12,259

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の３)単価契約の支出（２月分） 128,210

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 第九次一般橋定期健全度調査委託(二建)近接工事立会費 100,583

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,813

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,513
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(放２３号・松原)(明)の締結(完了払) 7,394,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 宮前橋現況測量の支出（完了金） 4,497,680

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（放23号・松原）の締結（完了払) 798,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（放23号・松原）の締結（完了払) 1,313,229

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 原宿駅周辺整備に伴う測量の支出（完了金） 6,709,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 目黒川整備工事に伴う補足設計(五反田大橋上下流) 2,008,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第54号線(上祖師谷)道路詳細設計の支出 12,420,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第26号線(代沢)ほか地質調査の支出 6,801,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 車道切回し工事(29二－環６上目黒）の支出（前払金） 753,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 車道切回し工事(29二－環６上目黒）の支出（前払金） 74,547,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補27号・富士見橋）の締結 20,054,322

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の４)単価契約その2の支出 1,996,434

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の3)単価契約その2の支出（２月分） 1,325,025

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の支払いについて(2 10,803

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵券の購入(資金前渡及び精算) 82,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,875

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補29号・豊町）の締結（完了払) 182,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 海老取川防潮堤耐震対策修正設計の支出（完了金） 8,720,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(補29号・西大井東馬込)の締結(完了 4,869,177

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第29号線(豊町・西大井・西大井東馬込)道路予備 4,320,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川管理施設等点検業務委託の支出 756,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補28号・大井）の締結 19,223,100

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・豊町）の締結 28,349,653

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補29号・豊町）の締結 86,114,038

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 車両移動用ジャッキの購入 250,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外4点の購入 263,152

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助２８号線（大井）道路詳細設計の支出 5,940,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の目黒）（単価契約）の支出 1,936,764

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の品川）（単価契約）の支出 1,925,856

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 作業服外3点の洗濯 11,199

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,216

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川総合庁舎(ＭＢ階)維持管理費の支出（2月分） 55,904

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の3)単価契約その2の支出(２月分） 483,732

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(二の5)単価契約その2の支出(２月分) 69,670
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 555,543

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 2,927

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 155,679

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 24,870

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 6,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出について(２月分) 17,226

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,481

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 下高井戸調節池工事に伴う準備工事(その2) 402,533

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 善福寺川・和田堀公園調節池 搬入路整備工事(その2) 8,314,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（神田川、新橋～寿橋） 1,109,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（放25、筑土八幡） 84,678,504

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(新宿工区その2)単価契約 8,887,011

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 泥土しゅんせつ(新宿工区その2)単価契約 892,684

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（その３）単価契約 3,651,931

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その３）単価契約 4,740,214

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(新宿工区その3)単価契約 3,828,546

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(中野工区その2)単価契約 1,682,478

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(中野工区その2)単価契約 636,687

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（新宿工区西その3）単価契約 6,720,219

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（新宿工区西その3）単価契約 145,368

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（新宿工区西その3）単価契約 1,138,386

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 7,599,172

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 1,396,353

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 1,967,220

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(杉並工区北)その2単価契約 2,666,444

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(杉並工区北)その2単価契約 160,358

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

庁舎維持管理費の継続支払い 1,616,378

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 下水道料金の継続支出について 4,173,460

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金の継続支出について 10,804

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（放5、久我山） 129,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 土地売買契約（神田川、新橋～寿橋） 29,819,075

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償契約（補助第227号線、大和町） 109,897,162

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 下高井戸調節池工事に関する個別説明会会場使用料 1,550

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(中野工区)その3単価契約 7,998,275
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(中野工区)その3単価契約 8,362,043

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補227、大和町） 10,013,842

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（広幅）単価契約 10,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（広幅）単価契約 10,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 36,808

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 29,446

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 7,362

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出（１月分） 64,360

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出（１月分） 7,140

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補227、大和町） 227,973

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報酬単価の支払について（2月分） 63,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 15,876

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 59,735

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 52,780

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 24,589

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする経費に係る資金前渡（３月分） 23,500

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事(29三-1) 10,185,022

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計（29三－４）新目白通り 1,200,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の車検に係る自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について（トンネル） 923,606

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 449,552

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 3,675

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 22,819

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 2,110,247

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 10,295

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 9,437

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 45,700

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 9,359

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 78,763

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 中杉通りケヤキ支障枝剪定委託 8,056,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 舗装構造調査（29三の１） 1,512,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 環状七号線地下広域調節池機械・電気設備詳細設計 23,100,000
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 河川管理施設等管理工事（単価契約） 539,390

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川管理施設等管理工事（単価契約） 435,974

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川管理施設等管理工事（単価契約） 1,454,447

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川管理施設等管理工事（単価契約） 260,820

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（新宿工区東その2）単価契約 4,812,172

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（新宿工区東その2）単価契約 595,393

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支出について 3,066

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,491

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,491

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 30,453

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,833

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,117

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,201

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,213

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,891

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,936

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 839,396

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 図書（鋼道路橋防食便覧ほか５点）の購入 46,980

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 善福寺川整備工事（その201）説明会会場使用料 200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵便切手の購入 152,440

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 56,019

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口地区警備等委託 2,864,592

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 井荻トンネル壁面清掃委託 18,252,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の車検に係る自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29三の杉並)(単価契約) 2,041,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 妙正寺川整備工事(下鷺橋)に伴う支障移設工事の清算 11,414,158

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(杉並工区その2)単価契約 3,303,460

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託 17,172

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 善福寺川整備工事(その5)(その7-2)に伴う家屋事後調査 232,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借 3,996

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借 3,996

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借 3,996

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 防滑用トップコートの購入 235,062

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ４種ほか４点の購入 281,772
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（カラー）単価契約 15,579

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（カラー）単価契約 3,116

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（カラー）単価契約 12,463

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路上廃材撤去等処理委託(単価契約)その2 948,614

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ゴミ状自転車・バイク処理等委託(単価契約) 63,093

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路上障害物等処理委託(単価契約) 561,060

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,982

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,222

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 228,832

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,520

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,898

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,556

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路基本設計（29三－２）中杉通り 4,099,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補助第227号線、大和町） 5,159,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補227、大和町） 22,581,100

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29三の中野)(単価契約) 1,989,360

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 46,026

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 61,874

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 60,213

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 9,569

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口広場等監視制御設備保守点検委託 2,318,220

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細補足設計（２９三－環５の１大久保・戸山） 3,128,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細補足及び電共詳細補足設計(29補227大和町) 3,913,920

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計（２９三―補７４野方） 5,292,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件及び立ちのき補償契約（放25、若松町） 5,777,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件等移転補償契約（補助第227号線、大和町） 427,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償契約（補227、大和町） 217,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 街路樹植栽工事(大久保通り) 7,700,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 防球ネットフェンス補修工事 324,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29三の19) 35,100,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 道路境界鋲２種ほか２点の購入 108,540

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 電動自転車の購入 192,240

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補133、白鷺） 26,149,334
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補133、白鷺） 474,875

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補133、白鷺） 5,008,159

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補133、白鷺） 474,876

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補133、白鷺） 5,008,158

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補133、白鷺） 34,151,840

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補助第26号線、江古田） 18,832,287

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補227、大和町） 29,782,514

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償契約（補26・71、中野五差路） 28,248,987

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補26、江古田） 52,736,196

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補26、江古田） 13,234,811

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(杉並工区南その2)単価契約 6,373,101

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(杉並工区南その2)単価契約 275,611

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 泥土しゅんせつ(杉並工区その2)単価契約 4,939,887

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(杉並工区南)その3単価契約 3,808,404

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(杉並工区南)その3単価契約 490,158

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 放５（高井戸東区間）改良事業説明会のお知らせ等印刷 324,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 放５（高井戸東区間）改良事業説明会のお知らせ等印刷 67,392

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（新宿工区西その3）単価契約 1,264,523

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（新宿工区西その3）単価契約 560,857

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガス使用料金の継続支出について 910,397

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 公共嘱託登記等に係る業務委託（環3、曙橋） 767,790

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 水害対策業務従事職員の緊急登庁に要するタクシー料金 19,430

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 第三建設事務所管理工区等庁舎清掃委託 20,277

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 第三建設事務所管理工区等庁舎清掃委託 35,544

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 第三建設事務所妙正寺川事業センター庁舎清掃委託 9,759

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第三建設事務所工区等警備委託 62,640

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 自動体外除細動器(AED)及び収納ボックスの借入れ 19,224

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 金具ほか２点の購入 99,360

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 融雪剤の購入 297,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（中野工区その1）単価契約 5,504,716

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（中野工区その1）単価契約 1,545,174

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（中野工区その1）単価契約 2,156,319

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 善福寺川取水施設等警備委託 71,280

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29三の1)新宿西口広場漏水改修 100,340,800
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 善福寺川取水施設等クレーン設備点検整備委託 54,450

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 善福寺川取水施設等クレーン設備点検整備委託 215,010

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 神田川取水施設等ガス検知器点検整備委託 212,100

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田川取水施設等ガス検知器点検整備委託 25,500

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の車検に係る自賠責保険料の支出 30,210

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支出について 3,736

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支出について 7,428

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

庁舎維持管理費の継続支払い 1,710,544

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 49,693

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 75,110

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 16,634

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 14,025

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 12,059

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 115,338

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 20,497

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 69,098

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（30年2月分） 21,256

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出（30年2月紙処理分） 800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 妙正寺川整備(201)に伴うｶﾞｽ施設移設工事【下鷺橋】 864,334

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の追給 9,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の追給 2,520

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ゴミ状自転車・バイク処理等委託(単価契約) 69,120

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 文書等廃棄処分委託(単価契約) 73,548

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 文書等廃棄処分委託(単価契約) 49,032

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,640

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口地区警備等委託 2,587,680

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路施設整備工(29三の1)新宿西口広場漏水改修工事監 3,510,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 善福寺川整備に伴う修正設計(西田橋上流～松渓橋下流) 1,242,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29三－補133成田東） 3,099,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 妙正寺川整備に伴う基本設計(三谷橋下～新昭栄橋下) 5,692,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 高田馬場分水路維持補修詳細設計 8,478,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託（新宿）その１ 8,607,600
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補助第227号線、大和町） 5,957,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 環七地下調に伴う善福寺川取水施設模型実験(その2) 5,184,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 環七地下調に伴う神田川取水施設模型実験(その3) 4,860,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 「三建・放５かわら版第12号」印刷およびポスティング 219,024

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 「三建・放５かわら版第12号」印刷およびポスティング 67,392

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 神田川整備工事に伴う柳橋PCけた製作・架設工事(4) 19,000,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 洗い砂ほか２点の購入 159,840

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ４種の購入 273,024

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償契約（補227、大和町） 18,588,700

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補227、大和町） 18,841,541

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補227、大和町） 3,914,680

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正設計（29三－環４河田町） 2,300,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 輪ゴムほか１０点の購入 125,835

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託（補助第26号線、杉山公園） 1,548,720

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写業務等（単価契約） 8,217

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写業務等（単価契約） 3,521

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（広幅）単価契約 10,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（広幅）単価契約 10,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中野工区ほか５台） 30,609

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中野工区ほか５台） 30,609

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,957,333

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,832

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,932

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,464,001

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 703

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,713

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,910

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,767

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,261,468

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,580

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 199,900

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,893

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,646

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,519
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 調節池自家用電気工作物保安管理業務委託 218,025

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 調節池自家用電気工作物保安管理業務委託 28,755

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 下高井戸調節池詳細補足設計（その２） 20,742,120

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 妙正寺川整備工事に伴う修正設計(ｵﾘｰﾌﾞ橋上流から八幡 7,098,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細補足設計（29三－１）外堀通り　外2箇所 2,484,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 善福寺川上流部水理検討委託（その２） 3,996,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 神田川整備工事に伴う橋梁基本設計（寿橋） 5,016,320

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（補227、大和町） 4,914,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 地下広域調節池(取水施設)工事に伴う地質調査(その２) 8,917,560

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 妙正寺川第二調節池維持補修詳細設計 2,430,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 管内道路附属物（防護柵等）の清掃委託（三の2） 31,968,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託(新宿）その５ 8,078,400

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち道路照明設置工事(29三-放5高井戸) 14,100,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 三建・放５ニュース（第20号）印刷およびポスティング 224,640

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 三建・放５ニュース（第20号）印刷およびポスティング 67,392

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補助第26号線、江古田） 62,550,732

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償契約（補助第26号線、江古田） 7,929,124

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償契約（補助第227号線、大和町） 5,340,720

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補助第227号線、大和町） 207,129,062

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補227、大和町） 30,644,880

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託（補助第62号線、弥生町） 1,137,240

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 公共嘱託登記等に係る業務委託（放25、筑土八幡） 1,477,663

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 3,377,721

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 323,937

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（杉並工区北その2）単価契約 223,819

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(新宿工区その3)単価契約 2,535,948

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(新宿工区その3)単価契約 80,697

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(中野工区その2)単価契約 1,578,906

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 電話料金の継続支出について（専用回線電話） 345,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 電話料金の継続支出について（専用回線電話） 274,663

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 電話料金の継続支出について（専用回線電話） 25,616

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 6,638

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 50,061

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 42,735
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 52,964

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 61,854

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 116,276

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 110,804

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 50,250

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,071

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,252

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 223,443

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 善福寺川整備工事に伴う仮設鋼材賃借 3,770,389

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 地下広域調節池(妙正取水施設)工事に伴う護岸基本設計 8,828,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 環状七号線地下広域調節池工事に伴う取水施設詳細設計 51,108,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件等移転補償契約（補助第227号線、大和町） 427,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 善福寺川取水施設止水工事 7,236,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補227、大和町） 17,818,528

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買契約（補26・27、中野五差路） 37,021,425

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について（トンネル） 3,838,866

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路上廃材撤去等処理委託(単価契約)その3 2,361,770

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電共整備工事に伴う道路占用物件移設等補償金の支出 8,760,490

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 12,766

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 7,595

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 46,211

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約） 8,097

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正設計（２９三－補１３３阿佐谷北） 2,214,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計(29三－１) 2,397,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業説明会に伴う託児保育サービス委託 75,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 ＣＲスポンジ角紐の購入 218,700

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 車両移動用ジャッキほか1点の購入 231,120

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 車両移動用ジャッキほか1点の購入 19,440

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,788

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（放25、若松町） 9,872,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第４号線（夏目坂）用地補足測量 993,600
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業説明会会場設営委託 550,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 路床土調査（２９三－環３薬王寺・弁天町） 5,903,280

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託(新宿）その４ 5,292,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29三の20・歩道改善) 42,300,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（庶務課ほか２台）単価契約 27,815

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（庶務課ほか２台）単価契約 5,563

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（庶務課ほか２台）単価契約 22,252

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,621

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,458,333

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,472,420

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,002

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,576

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 土木用語集の複写ほか1点 55,328

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償契約（補227、大和町） 3,051,525

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 融雪剤の購入 297,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金の継続支出について（市内通話） 7,560

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 電話料金の継続支出について（市外通話） 37,666

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 電話料金の継続支出について（市外通話） 1,805

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 電話料金の継続支出について（市外通話） 37

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 電話料金の継続支出について（市外通話） 50

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金の継続支出について（専用回線電話） 38,774

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 電話料金の継続支出について（専用回線電話） 120,960

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする経費に係る資金前渡（３月分）その２ 12,350

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 和田堀公園調節池工事に伴う支障移設(電気)(その５) 616,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 和田堀公園調節池工事に伴う支障移設（電気）(その３) 618,230

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 神田川都民とともに進める川づくり調査委託 796,392

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 新宿歩行者専用道2号Ⅲ期土木詳細修正設計(29三-主4） 6,480,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計（29三-補133白鷺） 3,672,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29三の10・遮熱性舗装) 24,600,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 和田堀公園調節池工事に伴う埋蔵文化財確認調査委託 8,411,040

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託（杉並）その３ 6,372,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償契約（補26・71、中野五差路） 1,869,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土地境界確定作業等業務委託（放25、若松町ほか） 1,783,069

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金の支払いについて（その７） 2,957,288
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 妙正寺川整備(201)に伴う支障移設費の精算【下鷺橋】 3,546,594

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金の継続支出について 10,803

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出（２月分） 16,042

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出（２月分） 8,018

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出（２月分） 10,711

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 施設維持工事(単価契約) 560,800

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 施設維持工事(単価契約) 67,392

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,201

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,152

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 中野通り外１路線街路樹植栽基本・実施設計 2,583,240

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌調査委託　補助第227号線（大和町） 259,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 積算委託　補助第74号線（山手線立体） 752,760

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 和田堀公園調節池工事に伴う支障移設（電気）(その４) 2,751,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 土地一時使用賃貸借契約（済美橋下流右岸）の継続支出 1,596,801

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 35,431

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 28,345

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（スキャナー付複合機）単契 7,086

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 端末(スマートフォン)の買入れ 55,728

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 災害時優先電話(スマートフォン)の買入れ 111,456

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 災害時優先電話(スマートフォン)の買入れ 27,864

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について（トンネル） 834,070

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 25,257

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 525,521

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 3,712

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 60,090

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出について 23,185

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電波使用料の支出について 3,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,048

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 101,253

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 39,273,778

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹等維持　単価契約（板橋）その２ 1,676,656

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹等維持　単価契約（板橋）その２ 918,324

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 1,916,569
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 88,526

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 1,067,016

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 173,566

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（1月分） 9,049

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（1月分） 11,006

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（1月分） 23,950

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 富士見歩道橋外2橋維持工事（塗装） 17,711,280

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 442,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 696,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 1,756,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等 459,305,135

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 7,194,635

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の車検に伴う自動車損害賠償責任保険料の支出 30,210

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図面袋ほか１点の購入 93,690

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図面袋ほか１点の購入 93,690

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（熊野町排水場ほか3箇所） 285,984

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 石神井川整備工事（その１５３の３） 46,417,536

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 石神井川整備工事（その１５３の３） 6,175,224

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 白子川整備工事（その132の3）に伴う施設復元補償費 3,650,051

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁しゅんせつ（その２）単価契約 2,834,354

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地草刈り等委託（その２）（単価契約） 74,996

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（石－２） 974,899

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29四の豊島）（単価契約） 1,977,966

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医に対する報酬の支出（2月分） 63,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 駐車場等使用に係る資金前渡（3月分） 16,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 21,339

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 432

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,520

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 958

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,627

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 共同溝保守委託 242,460
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 9,981,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支出（2月分） 12,312

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借の支出（2月分） 6,156

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事その2（28四-放7 36,661,080

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事その2（28四-放7 15,006,920

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地形図等作成委託（29四-外環の2石神井台　外1箇所） 9,460,800

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事2放7大泉学園 2,299,320

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事2放7大泉学園 44,248,680

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29四の6）及び植樹帯改修工事（石神井 44,400,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 7,688,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 4,359,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 公印(所長印）印影の刷り込み印刷 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（豊－２） 1,385,121

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（板－３） 1,416,538

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（板－３） 116,856

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地収用裁決に基づく補償金等 8,251,246

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金等 36,674,530

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金 890,456

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地収用裁決に基づく補償金（供託29-194120） 33,243,327

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金（供託29-194121） 1,363,399

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金（供託29-194122） 483,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金 44,386,403

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地収用裁決に基づく補償金（供託29-194123） 55,981,941

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地収用裁決に基づく補償金（供託29-194124） 1,992,448

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ　単価契約（板－２） 1,269,313

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 石神井川整備工事（その１５８）に伴う支障移設補償費 4,818,837

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トータルステーションの点検整備 63,180

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 街灯（桜台5丁目）電気料金支出 633

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,854

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,814

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,526

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,030

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,354

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,419

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,718

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,310

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,343

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,971

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,971

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,903

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,044

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 77,957

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,042

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 37,338

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,047

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,930

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 184,313

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 148,113

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,754

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,136

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,331

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,968

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,546

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,350

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 96,955

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 714,863

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,767

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,784

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 58,059

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,581

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,805

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 514

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,106

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 58,664
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,040

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 4,039,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,392

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,045

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,563

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入（用地第一課・用地第二課）資金前渡 20,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入（用地第一課・用地第二課）資金前渡 70,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 街灯（豊玉北）電気料金支出 2月分 513

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 春日町.小竹町トンネル電話使用料支出2月 6,700

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,331

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,080

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,575

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,191

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 5,432,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29四の1）照明設備改修 34,553,520

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 新河岸川深浅測量（29-1） 4,920,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第81号線南池袋道路予備修正設計2（補81南池袋） 1,784,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（29四の4） 2,472,840

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量（29四の4） 3,173,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 新河岸川ほか2河川除草・清掃委託（その２） 8,459,640

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 14,602,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 743,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 10,090,143

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 1,310,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償金 640,328

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 22,893,439

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 充電式ブロワ他１７点の購入 128,736

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 37,323,635

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等 69,781,986

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（石－２） 747,624

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（石－２） 771,957

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（板－２） 8,765,623

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（板－２） 2,356,259

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の購入(資金前渡） 79,420
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 97,587

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,742,177

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,972,377

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 千川上水埋設物台帳作成測量（29-1） 2,788,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地説明会会場設営委託（補133） 980,640

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 工事費補償金 866,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地草刈り等委託（その１の２）（単価契約） 212,144

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（大型機)(単価契約）2月分 8,424

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 臨時電灯（北町5丁目）電気料金支出2月 6,561

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約（スキャナー付)(単価契約）2月分 8,320

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約（スキャナー付)(単価契約）2月分 50,388

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約(庶務課ほか)(単価契約）2月分 21,298

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約(庶務課ほか)(単価契約）2月分 11,828

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約（補修課ほか)(単価契約）2月分 22,645

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約（補修課ほか)(単価契約）2月分 24,599

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスの契約(複合機)(単価契約）の支出　2月分 29,570

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 白子川地下調節池昇降機設備工事完了通知手数料の支出 13,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 5,108,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 8,494,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 293,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 114,100

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 293,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 114,100

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 主要地方道8号（石神井Ⅱ期）電線共同溝詳細修正設計 2,842,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29四の5） 41,165,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（29四の3） 4,100,880

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量（29四の3） 1,483,120

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 西池袋共同溝補修基本補足設計 8,272,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 みのわ陸橋長寿命化詳細設計 19,440,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路予備修正設計（29四-主8石神井Ⅲ期） 2,788,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地形図等作成委託（29四-放35豊玉中・早宮） 8,456,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計（29四-特441春日町） 2,165,750

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計（29四-特441春日町） 210,250

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 協議資料作成委託（29四-補81巣鴨） 3,240,000
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝詳細設計（28・29四-補81巣鴨） 7,538,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細設計（28・29四-補81巣鴨） 8,934,720

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 10,452

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 24,018,350

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 79,843,748

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その１の３）（単価契約） 2,917,944

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 白子川地下調節池建築工事の完了検査申請手数料の支出 37,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹診断委託四建の２（単価契約） 4,846,284

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所管理工区警備委託 50,544

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第四建設事務所自家用電気工作物定期点検保守委託 27,035

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託 169,128

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川施設自家用電気工作物保安管理業務委託 115,776

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 比丘尼橋下流調節池管理棟他２塔警備委託 17,820

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 石神井川取水施設自家用電気工作物保安管理業務委託 41,580

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌汚染調査委託（補73）その3 270,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹等維持　単価契約（練馬）その２ 1,670,436

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹等維持　単価契約（練馬）その２ 1,112,443

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹等維持　単価契約（石神井）その２ 497,394

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹等維持　単価契約（石神井）その２ 2,043,176

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その１の２）（単価契約） 16,771,825

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（その１の２）（単価契約） 340,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所庁舎警備委託 30,780

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第四建設事務所古紙リサイクル処理委託（単価契約） 8,532

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 文書廃棄処理業務委託（単価契約） 168,048

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 文書廃棄処理業務委託（単価契約） 84,024

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 第四建設事務所（庁舎）電気料金支出その2 2月分 196,032

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 白子川地下調節地管理棟ほか水道料金支出2月 41,933

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（小竹排水場ほか2箇所） 86,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 共同溝保守委託 223,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 9,495,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29四-補156南大泉） 2,354,400
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 仮歩道設置工事（29四-環5の1） 14,900,760

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間予備設計（29四-特446号） 2,904,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事7及防護柵設置工事1並びに車道改良工事2 26,033,120

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事7及防護柵設置工事1並びに車道改良工事2 4,446,640

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 平和台トンネル落下物防止柵設置工事放35北町 37,185,480

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間予備設計（29四-主24号） 3,456,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第9号線（Ⅱ期）道路詳細修正設計（その5） 2,586,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌汚染調査委託（29四-補82上池袋） 699,840

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等 27,977,592

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 道路橋示方書・同解説ほか10点の購入 95,472

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 道路橋示方書・同解説ほか10点の購入 60,750

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 2,969,524

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（練－２） 1,312,977

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（練－２） 805,140

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託【補助第81号線（巣鴨）】 2,952,764

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 991

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 147,905

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,011

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,979

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,901

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,963,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,603,669

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,591

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,367

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,213

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,955

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,362

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,113

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 370,441

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 81,908

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 221,577

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 235,024
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,893

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,393

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,374

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,893

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,625,688

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,962

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,489

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 インクカートリッジほか１点の購入 34,058

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 インクカートリッジほか１点の購入 229,122

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 携帯電話使用料の支出（その2）2月分 12,965

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,800

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,638

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,389

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,259

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 255,226

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 大和町大気浄化施設改修工事（その2） 9,882,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 熊野町排水場設備改修詳細設計 4,104,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路トンネル定期点検調査委託（２９四の１） 5,292,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 地下埋設物台帳補正測量（29四の1） 2,214,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備設計（29四-補229下石神井） 3,746,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 板橋相生陸橋大気浄化設備改修詳細設計 3,996,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放7道路詳細修正設計及び電線共同溝詳細修正設計５ 4,920,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 535,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 13,705,655

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 工事費補償金 299,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金（石神井川河床整備工事（その２）） 3,398,263

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29四の豊島）（単価契約） 1,977,966

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 物件調査委託（補81・補73・補82・補26）（単価契約） 1,304,128

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,311

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 発電機用蓄電池の購入 139,320

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 委託料 発電機用蓄電池の購入 42,508
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所庁舎警備委託 30,780

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 書庫ほか４点の購入 207,943

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 421,960

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 50,138

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 25,788

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 3,158

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 90,456

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）2月分 25,179

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）2月分 39,004

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）2月分 9,219

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）2月分 3,177

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 白子川取水施設電気料金支出3月分 658,376

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 99,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事（29四-3） 3,838,331

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 北町若木トンネル内照明ランプ取替委託 1,836,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 5,512,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金 158,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 窓付封筒の印刷 81,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 4,990,813

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 1,271,745

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 石神井川整備工事（その１５８）に伴う施設移設補償費 377,657

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金(白子川整備その127ほかの施行に伴う損傷) 129,060

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入（工事第二課）資金前渡 400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵券の購入　資金前渡 254,700

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,037

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 164,559

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,695

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,802

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,588

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,788

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 49,736

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,572
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,721

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,969

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 519

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,075

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,457

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,107

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所建物管理委託 690,724

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 東京都第四建設事務所管理工区庁舎清掃委託 31,498

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償金 908,758

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 東京都第四建設事務所練馬工区温水便座設置工事 231,120

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金（石神井川整備その144ほかに伴う損傷） 108,621

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

四建分室電気及び水道料（負担金）の支出 110,889

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 白子川地下調節地管理棟ほか水道料金支出3月 72,074

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 白子川地下調節池監視システム電話使用料支出 10,584

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 石神井川取水施設電気料金支出3月 460,251

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 越後山橋回線使用料支出3月 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 白子川地下調節池監視システム電話使用料支出3月分 5,616

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（谷原排水場外1箇所） 180,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 6,397,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 四建分室(MSB-21南大塚ビル)賃借料及び共益費の支出 2,203,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補172号線早宮道路詳細設計及び電線共同溝詳細設計 9,990,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝予備設計（29四-外環の2大泉） 4,696,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 城北中央公園調節池整備に伴う土壌汚染調査委託 1,325,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度　冬期剪定委託（板橋） 26,913,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事29四-補230大泉町 63,700,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事29四-補230大泉町 3,000,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 管内道路附属物（防護柵等）の清掃委託（四の2） 31,860,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 区分地上権設定金 9,297,313

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 区分地上権設定金 8,211,752

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 区分地上権設定金等 12,128,333

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 区分地上権設定金等 5,100

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 区分地上権設定金等 5,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金等 60,772,855

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 31,260,926
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 1,985,250

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償金 2,179,023

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金（石神井川河床整備その２に伴う損傷） 3,260,005

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 損害賠償金(白子川整備その127ほかの施行に伴う損傷) 1,930,230

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 河川部レスナビ末端使用料支出3月 10,803

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 街灯（石神井川整備工事関連）電気料金支出3月分 3,638

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（２月分） 29,790

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（２月分） 15,069

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（２月分） 12,553

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 白子川整備工事に伴う水道管の移設検討費用補償金 8,623,142

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等 18,398,890

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 8,247,383

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 11,026,769

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 4,461,955

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 24,071,037

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 石神井川管理用通路整備（上御成橋）施設移設補償金 50,100

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 街灯（雑司ヶ谷2丁目）電気料金支出3月分 180

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(江東工区西部その2)単価契約　11月分 5,910,520

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(江東工区西部その2)単価契約　11月分 185,618

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　12月分 4,659,711

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　12月分 197,194

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（江東工区西部その３）単価契約　1月分 1,195,186

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（江東工区西部その３）単価契約　1月分 1,097,290

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(墨田工区その2)単価契約　1月分 1,173,720

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託(その1)単価契約　12月分 1,128,263

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路施設保守委託(その1)単価契約　12月分 111,208

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(葛飾東工区その2)単契　12月分 868,510

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(葛飾東工区その2)単契　12月分 1,370,641

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(江戸川北工区その2)単価契約　1月分 162,130

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(江戸川北工区その2)単価契約　1月分 1,216,383

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川左岸テラス等特別清掃委託その２(単契)1月分 1,968,028

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金(レスナビ用携帯電話)　１月分 10,805

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補144(東砂)その１ 29年度建物等調査委託(単契)完了払 14,034,605
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,710

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託　1月分 23,976

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 監察船「かわかぜ」修繕その３ 164,160

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 109,263

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 常温合材外３点の購入 267,840

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＵＰＳ・電話交換機用バッテリー交換修繕 259,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 138,078

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 245,872

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 融雪剤の購入 278,640

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事(葛飾区その２)単価契約　12月分 148,759

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事(葛飾区その２)単価契約　12月分 49,140

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江戸川北工区その2)単契　12月分 847,454

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江戸川北工区その2)単契　12月分 66,960

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(江東工区東部その３)単価契約　1月分 390,408

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 199,324

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 71,280

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋橋梁維持工事(墨田区その２)単価契約　1月分 24,678

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持管理委託その2(葛飾西工区管内/単契　12月分 334,957

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度家電リサイクル製品処理委託 単契 完了払 218,921

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持管理委託その2(江戸川南工区管内/単契)完了払 1,439,880

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持管理委託2(墨田・江東工区管内単契11・12月分 736,338

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報償費　1月分 63,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫委託(江戸川北工区その2)単価契約　1月分 716,102

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(葛飾東工区その2)単価契約　1月分 416,827

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫委託(墨田工区その2)単価契約　1月分 57,888

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 警告書４種類の印刷 224,640

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,028

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備概略補足設計(29五-3) 1,080,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金(放32・押上)残額金 4,434,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金（放32・押上）残額金 178,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,627

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 958

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 528
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 排水場保守委託（新小岩排水場）1月分 97,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償金(補143・東小岩)残額金 3,291,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 視覚障害者誘導用標示設置工事（29五－１） 57,803,760

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（補120・八広Ⅱ）残額金 15,440,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街築工のうち排水管設置工事２(補143東小岩)前払金 3,400,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金（補143・東小岩）残額金 175,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（補144・平井）残額金 7,836,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償金（補142・南小岩）前払金 45,170,003

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(江戸川南工区その2)単価契約　1月分 1,037,869

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,704

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,890

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持工事(その１)単価契約　完了金 826,303

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事(その１)単価契約　完了金 4,698,815

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 郵便切手の購入 150,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償金(放32・押上) 1,467,198

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買代金(放32・押上) 64,795,567

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地売買代金(放32・押上) 602,498

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等（補142・南小岩）前払金 16,211,685

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転等補償金（放32・押上）前払金 127,065,117

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 17,419

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 17,500

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 2,378

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 48,610

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 3,810

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,026

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 葛飾西工区シャッター修繕 89,424

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 家屋事後調査委託（東砂） 563,760

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 簡易車両移動ジャッキ外１点の購入 204,951

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 簡易車両移動ジャッキ外１点の購入 16,137

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度バイク(産業廃棄物)の処理委託 単契 完了払 286,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金　1月分 45,026

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金　1月分 36,875
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医報償費　2月分 63,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託(補144・平井) 791,912

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 葛西橋長寿命化基本補足設計（その２）完了金 11,964,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 新小原橋長寿命化基本設計　完了金 11,956,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 福島橋長寿命化基本設計（その２）完了金 5,638,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 東篠崎防災船着場補修詳細設計　完了金 3,098,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 堀切歩道橋撤去設計　完了金 3,684,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29五の９）完了金 41,285,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川緑地管理業務に係る現況調査及び図面等修正業務 2,592,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地形図等作成委託（29五－補286外２箇所） 9,450,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 布粘着テープ外１８点の購入 272,008

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残借地補償金(補144・平井) 789,595

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 河川用油吸着材の購入 299,160

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 29年度建物等調査委託補144(平井)外4路線(単契)完了払 4,877,958

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 29年度建物等調査委託補144(平井)外4路線(単契)完了払 1,242,672

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　1月分 166,363

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　1月分 78,371

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　1月分 2,441

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,344

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝予備設計（29五－主60本田広小路） 5,799,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量（29五－１・自走） 3,456,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金（放32・押上）残額金 456,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金（放32・押上）残額金 177,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買代金(補142・南小岩) 9,556,197

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買代金(補144・平井) 27,969,294

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面詳細設計(29五の2)及びバリフリ詳細設計(29五-1) 4,212,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 路面詳細設計(29五の2)及びバリフリ詳細設計(29五-1) 1,911,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）その１　２　月分 7,936

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）その１　２　月分 7,581

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,870

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,640

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,151
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工区）２月分 37,584

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝予備設計（29五－主60北小岩）前払金 2,300,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 枕橋長寿命化詳細設計　完了金 8,264,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29五－放32錦糸町）完了金 1,892,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29五の５）照明設備改修　完了金 21,092,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 第五建設事務所管内河川名標識設置詳細設計　完了金 3,630,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29五の６）照明設備改修　完了金 17,420,520

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 平面交差点詳細設計29五主315平井駅出口交差点 完了金 1,646,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償金（補144・平井） 143,339

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略検討（29五－補138）前払金 1,700,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,499

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,262,357

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,383,167

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,546,549

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,632

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,706

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,415

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託　2月分 23,976

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 管理工区機械警備委託　1月分 61,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（所内）２月分 18,468

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（所内）２月分 12,312

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転損失補償金等（補142・南小岩）残額金 397,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路交通振動実態調査委託（２９五の１） 421,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）１月分 26,213

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）１月分 13,106

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）１月分 4,369

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事(江戸川区その２)単価契約　1月分 646,995

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事(江戸川区その２)単価契約　1月分 28,134

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江東工区西部その2)単契　1月分 328,248

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江東工区西部その2)単契　1月分 401,328

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 放置自転車等の撤去及び処分委託（単価契約）1月分 162,972

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 青写真（陽画）ほか４点の作成（単価契約）　２月分 72,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 青写真（陽画）ほか４点の作成（単価契約）　２月分 27,927

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川廃棄物処理委託（単価契約）　1月分 467,586
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書「月刊建設物価（平成30年1月号）」外15点の購入 275,903

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 29,566

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 14,783

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 4,928

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（幅広機／単価契約）２月分 11,767

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（幅広機／単価契約）２月分 5,884

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（幅広機／単価契約）２月分 1,961

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江東工区東部その2)単契　1月分 663,090

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江東工区東部その2)単契　1月分 77,113

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託(その1)単価契約　1月分 16,247

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 葛飾東工区電話回線修繕 261,360

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金（街路灯中央区晴海４－９）の支出　３月分 6,912

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,938

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,418

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,753

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 65,232

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,231

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,389

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,263

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,305

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,968

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,180

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,720

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（葛飾東）その２ 8,100,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 木根川橋取付高架橋補修設計 17,020,800

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 中川防災工事その２０　中間前払金 14,200,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事(その2)単価契約　11・12月分 47,628

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その2)単価契約　11・12月分 9,624,139

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 事業地管理工事(その2)単価契約　11・12月分 1,152,252

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(その2)単価契約　11・12月分 88,776

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等（補277・その３） 631,293

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その２（単価契約）２月分 39,414
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その２（単価契約）２月分 16,892

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）その２　２月分 20,448

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）その２　２月分 74,255

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリン購入（単価契約）その２　２月分 11,892

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(補120・八広Ⅰ) 129,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,180

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 361,383

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(墨田工区その2)単価契約　1月分 895,104

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(墨田工区その2)単価契約　1月分 151,522

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(江戸川南工区その2)単価契約　1月分 4,168,584

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(江戸川南工区その2)単価契約　1月分 496,480

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事(江東区その2)単価契約　11月分 304,084

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事(江東区その2)単価契約　11月分 379,620

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 295,414

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 24,256

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 15,106

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 5,887

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 1,206

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 16,617

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 旅費精算払の支出について（２月分） 1,633

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金（街路灯：江戸川区上篠崎）の支出　３月分 3,957

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 排水場保守委託（新小岩排水場）　2月分 97,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29五－補143柴又） 1,404,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29五－放3住吉） 1,274,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備概略設計及び詳細設計（29五－５） 4,784,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 管内道路附属物（防護柵等）の清掃委託（五の2）2月分 13,414,881

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事（29五－３）前払金 20,400,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電共設置工事(29五-主315小松橋北)・試掘工事　前払金 69,900,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等（補144・平井）前払金及び残額金 784,031

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償金(放32・押上) 6,718,314

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地売買代金(放32・押上) 17,272,516

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等（環4・東向島）前払金 21,315,216

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(江東工区東部その2)単価契約　1月分 8,568,417

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(江東工区東部その2)単価契約　1月分 1,116,085
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,153

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,691

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,228

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,898

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,824

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金等（補142・南小岩）残額金 156,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 第五建設事務所管内河川管理施設点検業務委託 2,419,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 軽油の購入（単価契約）　２月分 74,250

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(江戸川北工区その３)単価契約　1月分 1,066,455

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(江戸川北工区その３)単価契約　1月分 1,209,567

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（江東工区西部その３）単価契約　2月分 927,216

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（江東工区西部その３）単価契約　2月分 964,926

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江東工区西部その2)単契　2月分 237,297

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江東工区西部その2)単契　2月分 593,784

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 浚渫土処分委託（五の１）単価契約　12-3月分 691,416

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫委託(墨田工区その2)単価契約　2月分 57,888

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度建物等調査委託補助第143号線外1路線(単契) 586,084

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持管理委託その3(葛飾西工区管内/単契)　2月分 364,463

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）２月分 17,432

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）２月分 8,716

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約その1の2（単価契約）２月分 2,905

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 文書溶解処理委託（単価契約）　完了金 79,920

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 文書溶解処理委託（単価契約）　完了金 217,782

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫委託(江東工区東部その２)単価契約　2月分 754,650

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 排水場保守委託（白髭東排水場）2月分 62,640

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 平井大橋長寿命化詳細設計（その２） 19,803,960

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 本奥戸橋補修設計　完了金 5,360,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 竪川大橋外14橋維持工事（照明設備）完了金 23,355,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝修正設計（29五－主319朝凪橋） 3,630,960

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電共修正設計（29五－第一浜街道、半田稲荷）完了金 983,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電共修正設計（29五－第一浜街道、半田稲荷）完了金 916,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（放32・押上）残額金 8,670,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 自転車走行空間整備工事（29五－３）完了金 28,936,440
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（放32・押上）残額金 9,896,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金（放32・押上）残額金 7,312,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 新中川管理用通路補足設計その２ 1,965,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち歩道舗装工事（29五－補116新砂） 11,762,280

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 交通量調査委託（２９五-放３１住吉　外１路線） 1,965,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29五の１５・二層式低騒音舗装）前払金 76,800,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電共設置工事道路復旧詳細設計(29五特461墨堤)前払金 900,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(葛飾東工区その2)単価契約　1月分 3,338,622

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(葛飾東工区その2)単価契約　1月分 261,402

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電共設置工事道路占用物件移設等補償金(夢306明治通) 22,404,952

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29五の墨田)(単価契約)　2月分 1,906,200

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電共設置工事道路占用物件移設等補償金(主10葛西橋通) 38,441,663

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,281

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,699

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,922

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 排水場保守委託（北砂排水場）1月分 138,780

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識詳細設計（29五－１）完了金 2,232,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正・電共詳細設計(29五補144平井)完了金 7,268,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　1月分 5,110,996

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　1月分 728,933

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(江東工区東部その３)単価契約　　2月分 1,682,800

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電共設置工事道路占用物件移設等補償金(浦10明治通り) 1,590,000

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　2月分 191,236

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　2月分 139,370

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 庁舎清掃・消防設備点検保守・緑地管理委託　2月分 4,121

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(墨田工区その2)単価契約　2月分 1,728,624

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川左岸テラス等特別清掃委託その２（単契）２月分 1,153,387

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事(墨田区その２)単価契約　2月分 659,259

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事(墨田区その２)単価契約　2月分 454,323

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29五の江戸川)(単価契約)　2月分 1,901,016

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金(レスナビ用携帯電話)　２月分 10,805

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫委託(江戸川北工区その2)単価契約　2月分 777,232

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,168
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,410

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,056

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(残金) 4,231,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(残金） 3,317,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 白山共同溝設備保守委託（１月分） 231,660

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 地下埋設物台帳補正測量（２９六の１） 2,858,760

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 電気防蝕装置管理委託(堀切橋） 302,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託（台東工区） 2,518,236

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料(残金) 245,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 10,275,615

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 1,122,551

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び移転雑費 1,122,551

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地買収代金及び移転雑費 405,444

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 第六建設事務所台東工区エアコンディショナー交換工事 299,916

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 6,924,320

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 蛍光ランプほか7点の購入 204,768

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車の修繕 62,298

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 39,833,618

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 6,774,732

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料及び立退き補償料(前払金) 22,188,102

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 16,967,724

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 97,437

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 借地権消滅補償料 10,147,128

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 借地権消滅補償料及び残借地消滅補償料 10,591,203

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 借地権消滅補償料及び残借地消滅補償料 119,091

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料及び立退き補償料(前払金) 17,543,972

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(前払金) 8,601,862

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(前払金) 40,944,144

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（前払金) 36,179,520

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料 4,068,602

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　台東工区（２）（12月分） 1,233,640

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　台東工区（３）（12月分） 1,916,047

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　台東工区（３）（12月分） 85,633

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 東京都第六建設事務所管内用地補足測量(単契)その２ 5,676,084
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁排水桝清掃除草委託　単価契約（２）（１月分） 1,796,327

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（１月分） 54,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 19,520,647

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出 25,070

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出 6,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出 30,210

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税の支出 16,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託（環状第４号線・荒川） 1,906,484

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　文京工区（２）(12月分) 1,563,837

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事　単価契約（３）（１月分） 9,306,609

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事　単価契約（３）（１月分） 4,071,249

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　足立東工区（２）（12月分） 1,100,375

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,459

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29六の4・遮熱性舗装)(完了金) 61,653,040

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29六の８・遮熱性舗装)(完了金) 90,425,720

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(残金) 70,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料(残金) 7,037,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 16,075,010

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料及び残借地補償料 1,971,378

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（補助第１３８号線・綾瀬新橋） 125,516

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（補助第261号線・伊興） 502,064

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（補助第86号線・赤羽西） 259,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（補助第261号線・神明） 125,516

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 補償補填及賠償金 損害賠償金(毛長川毛長橋架替工事に伴う家屋等の損傷 994,680

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車の有料駐車場利用料金に係る資金前渡（3月分） 20,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 15,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 122,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 45,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,069
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成２９年度　産業医への支払い（２月分） 63,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 8,154

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 8,154

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 8,154

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道清掃委託（１月分） 680,763

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道管理委託（１月分） 4,250,988

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(残金) 4,217,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌調査委託(補助第136号線足立ほか)の支出 842,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び移転雑費 27,711,647

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 土地買収代金及び移転雑費 1,300,469

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 7,955,793

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料 1,460,958

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 16,515,687

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 8,221,540

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料 1,461,071

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約)　北工区（２）（１月分） 954,642

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約)　北工区（２）（１月分） 677,052

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　文京工区（２）（12月分） 3,468,123

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　文京工区（２）（12月分） 683,715

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　足立西工区(2)（12月分） 5,610,191

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　足立西工区(2)（12月分） 1,663,371

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　足立西工区(3)（１月分） 2,778,775

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 六建管内用地補足測量(単価契約)その1(8月9月10月分) 2,865,349

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29六の荒川)(単価契約)（１月分） 1,900,443

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,494

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,007

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,746

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,392

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 509,764

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,465

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 813

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,094

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,069
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,099

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,943

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,901

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 産経新聞の購入（2月分） 3,034

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞の購入（2月分） 3,343

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌(用地ｼﾞｬｰﾅﾙほか2点)の購入(概算契約)2月分 4,430

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　台東工区（２）（12月分） 58,255

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川(六建管内)電気設備維持委託(単価契約)(その2) 22,345

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,947

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,454

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医報償費の源泉徴収所得税（２月分） 1,990

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道昇降機定期点検整備委託(1月分） 996,840

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 排水施設監視システム情報配信提供委託（２月分） 2,268

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 南千住駅前歩道橋昇降機定期点検整備委託（１月分） 197,640

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 第六建設事務所　各階洋式トイレの修繕 238,680

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 465,485

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第90号線(梶原)道路予備設計その3（完了金） 1,512,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（残金） 2,662,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路排水設備保守委託（１月分） 165,240

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備(白山通り)詳細設計(29六-1)(完了 4,580,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 綾瀬川護岸耐震詳細設計(その16)(完了金) 9,886,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川右岸(厩橋上流)照明施設整備詳細設計（完了金） 3,834,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 カラー舗装清掃委託（その２）(完了金) 4,907,520

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 橋梁点検調査委託(完了金) 3,726,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第85号線(赤羽台Ⅱ期)道路予備補足設計その３(完 2,934,440

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 後楽園北歩道橋補強補足設計（その２） 1,166,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（残金） 4,469,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＥＴＣによる高速道路利用料金(平成30年1月利用分) 2,710

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　足立東工区（２）（１月分） 821,744

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　足立東工区（２）（１月分） 2,994,877

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の購入（単価契約）2月分 18,792
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の購入（単価契約）2月分 17,539

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の購入（単価契約）2月分 49,016

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の購入（単価契約）2月分 8,613

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,079

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,756

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の購入 342,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 五兵衛新橋長寿命化工事（その２）（完了金） 77,100,120

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 尾長橋トンネル設備保守委託（１月分） 113,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 寛永寺陸橋昇降機定期点検整備委託の支出（１月分） 165,780

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第73号線(十条)道路予備修正設計(その2)(完了金） 2,680,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料（残金） 288,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料（残金） 607,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 5,831,641

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料及び立退き補償料(前払金) 29,344,174

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか4点の購入 267,904

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29六の文京）(単価契約)（１月分） 1,842,480

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カラーコピーほか1点の作成（単価契約）2月分 5,472

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 カラーコピーほか1点の作成（単価契約）2月分 5,473

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 廃棄物処理委託(単価契約)（１月分） 798,768

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　足立西工区(2)の支出 258,768

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 804

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,064

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,449

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2）（単価契約）2月分 22,743

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2）（単価契約）2月分 22,743

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(3)(単価契約)(長期継続契約)2 10,854

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(3)(単価契約)(長期継続契約)2 10,854

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,254

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,844

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,925

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,017
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,666

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,243

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,944

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,142

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,025

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,289

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路詳細設計(２９六の１）(完了金) 5,144,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁舎警備委託（２月分） 26,784

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 21,708

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁舎警備委託（各工区）（２月分） 61,236

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 ダムウェーター保守委託（２月分） 21,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（２９六の６）（完了金） 58,681,920

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道管理委託（２月分） 3,881,304

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 カラー舗装清掃委託（その１） 6,336,360

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計（２９六－１）(完了金) 1,444,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 都道第307号線(豊島二)電線共同溝詳細設計(その1)(完 5,144,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大谷田陸橋長寿命化補足設計 19,656,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路台帳補正測量(29六の2) 8,078,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第109号線(神明南)道路予備設計の支出 1,674,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 管内道路付属物(防護柵等)の清掃委託(六の2)の支出 31,536,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬期剪定委託(文京工区)の支出 2,397,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 16,800,784

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(29六-補136関原) 74,560,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(29六-補136関原) 18,640,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(前払金) 15,372,386

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(前払金) 9,204,318

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　北工区（３）（１月分） 840,764

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　北工区（３）（１月分） 5,625,370

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 101,963,542

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 特別清掃委託（六の1）(単価契約）（２月分） 1,119,744

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁排水桝清掃除草委託　単価契約（２）（２月分） 1,790,294

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(1)(単価契約)(長期継続契約)2 71,844

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(1)(単価契約)(長期継続契約)2 71,845

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,501,838
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,183,833

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,349,421

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,160

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,738

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,889,827

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,165,971

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 84,583

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,079

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,228

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,039

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,086

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 管外出張に伴う旅費の支出について（愛知・広島県） 174,680

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 補償補填及賠償金 損害賠償額の決定に基づく損害賠償金の支払い 36,288

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 緊急時に要するタクシー利用料金に係る資金前渡 11,370

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入 52,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 282,442

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,791

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,598

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,786

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,282

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,255

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,807

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,981

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,525

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,900

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,069

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,528

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,723

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 122,452

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29六の3)（完了金） 8,048,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝整備に伴う道路詳細設計(根岸)（完了金） 2,871,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 舗装構造調査委託（２９六の１）の支出 2,484,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 鷲宮橋橋梁予備補足設計 1,707,480

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補85(十条)事業説明会に伴う託児保育サービス業務委託 129,600
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料（残金） 1,197,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カーナビゲーションの購入 265,680

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車の修繕 128,984

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 特種用途自動車の修繕 21,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 軽四輪自動車の修繕 173,890

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 軽四輪自動車の修繕 32,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(前払金) 11,118,341

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　台東工区（２）（１月分） 276,226

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 393,707

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,928

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（２９六の２）（完了金） 4,007,360

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 286,874

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 39,660

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 20,823

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 4,218

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 80,760

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 193,647

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分　精算払） 8,326

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 526

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街築工事のうち電線共同溝設置工事(29六-環5の2王子) 41,875,960

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 車道改良工事(29六-1・すべり止め舗装)及区画線設置工 6,548,040

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 工事請負費 車道改良工事(29六-1・すべり止め舗装)及区画線設置工 245,160

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第73号線(十条)電線共同溝予備設計 3,438,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事(29六-2)の支出 46,827,720

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備(明治通り)詳細設計(29六-2)の支出 2,365,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事(２９六－１）（完了金） 7,357,204

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 荒川遊園防災船着場及千住防災船着場補修詳細設計 6,651,920

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 都道第458号線（田端新町）道路修正設計の支出 1,188,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 堀切橋補修工事(床版補強)その１(前払金) 33,400,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 新花畑橋（仮称）取付道路工事(前払金) 49,600,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌調査委託(補助第261号線神明ほか) 680,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置に伴う復旧工事(29六-2荒川五)(前払金) 52,100,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川テラス維持委託（緊急施行）の支出 3,024,000
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 1,725,934

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料 4,154,334

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金 64,804,243

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 2,364,191

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 6,808,079

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 1,182,096

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金及び残地買収代金 3,404,039

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料及び立退き補償料(前払金) 33,906,815

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料及び立退き補償料(前払金) 45,985,833

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,523

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,710

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 233,964

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,485

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 284,155

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,260

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 429

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,571

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,387

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 788

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 グレーチング隙間調整金具の購入 466,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車（軽四輪貨物自動車）の廃棄に関する業務委託 16,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁有車（軽四輪貨物自動車）の廃棄に関する業務委託 16,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託（補助第７３号線・赤羽西） 251,032

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,175

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 河川管理施設補修詳細設計（２９六建)（完了金） 9,500,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 石神井川整備工事に伴う新柳橋基本設計（完了金） 4,518,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 鹿浜橋人道橋ほか3橋維持工事(橋面舗装)（完了金） 33,923,840

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 桜橋防災船着場補修工事（完了金） 9,755,720

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（２９六の１）（完了金） 3,154,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量（２９六の１）（完了金） 646,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち排水管設置工事(29六-補94不忍) 7,900,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業用地整地工事(29六-環4目白台）(前払金) 7,700,000
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 歩道段差改良工事(29六-1)その２(前払金) 20,500,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(6の1)緊急施行 4,968,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(6の2)緊急施行 1,712,739

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 石神井川防潮堤補修工事（緊急施行） 21,362,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　北工区（２）（１月分） 3,649,034

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事　単価契約（３）（２月分） 14,239,923

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,640

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車の修繕 256,888

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 インクカートリッジほか4点の購入 279,218

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用代金（2月分） 8,603

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,515

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道昇降機定期点検整備委託(2月分） 996,840

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道空調換気設備点検委託（２月分） 33,588

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 南千住駅前歩道橋昇降機定期点検整備委託（２月分） 197,640

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立退き補償料（残金） 401,592

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 管外出張に伴う旅費の追給について　3月三重・広島県 2,050

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,870

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,001

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,790

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路詳細設計（一２０２号大丹波） 10,512,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29西の2)及び道路台帳補正測量(29西 10,811,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面補修工事に伴う道路詳細設計（２９西の１） 2,170,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 融雪剤の購入（その２） 1,336,500

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 事業地等管理工事その３（単価契約）の支出について 431,161

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 事業地等管理工事その３（単価契約）の支出について 577,569

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 事業地等管理工事その３（単価契約）の支出について 2,879,452

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（西の7）単価契約 4,292,568

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守（西の8）単価契約 1,014,120

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（西の8）単価契約 4,674,682

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の13）単価契約 5,168,107

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 施設維持工事（単価契約）の支出について 1,447,902

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 施設維持工事（単価契約）の支出について 575,510
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 7,518

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 841

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 1,539

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（庶務課・補修課） 7,776

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工事第二課・出張所・工区） 7,128

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工事第二課・出張所・工区） 7,128

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース） 9,558

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託料の支出について　青梅3・4・4Ⅱ 455,760

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託料の支出について　青梅3・4・4Ⅱ 455,760

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託料の支出について　青梅3・4・4Ⅱ 455,760

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 融雪剤の購入（その５） 178,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 ガス料金（福生工区）　２月分 25,770

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事及び電線共同溝設置工事（西-志茂の５） 772,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事及び電線共同溝設置工事（西-志茂の５） 37,828,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（西－伊奈の２） 4,734,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（西－伊奈の２） 21,566,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払） 都165草花 29-433 1,194,475

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,808

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（28西の24・歩道改善） 49,027,920

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（２９西の１） 3,012,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 車道改良工事（２９西－１） 5,548,402

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払）　駒木Ⅱ　29-351 3,519,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 青梅344Ⅱ 29-349 1,003,841

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 都165草花 29-389 7,195,716

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 畑中Ⅱ 29-421 21,318,374

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の12）単価契約 4,118,191

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路整備に伴う用地測量（単価契約）その２ 4,461,058

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,577

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払）　雨間交差点　29-068 5,908,977

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 奥多摩出張所　雨漏り調査 75,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 西多摩建設事務所温水ボイラーの修繕 36,828
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 散布機の修繕 21,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 自動車修理(特種用途自動車八王子800す1258)ほか7台 278,132

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 自動車修理(特種用途自動車八王子800す481)ほか2台 277,128

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 自動車修理(特種用途自動車八王子800す1255)ほか7台 262,494

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 自動車修理(特種用途自動車800す3341) 297,216

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 廃棄文書等運搬処分委託（単価契約） 102,735

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 廃棄文書等運搬処分委託（単価契約） 228,300

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約） 14,382

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約） 14,382

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約） 14,382

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 788

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 423

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,794

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,824

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 132,036

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 桧村橋長寿命化詳細設計 17,288,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（２９西の３） 3,585,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 地質調査（２９奥の１） 3,463,440

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 坪沢橋長寿命化工事 40,000,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（緊急施行）２９西の２ 25,700,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 工事費補償額の支払　駒木Ⅱ 29-442 671,664

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有自転車の定期点検及び保険加入に要する資金前渡 21,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地等管理工事その2-2（単価契約）の支出について 6,191,968

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 事業地等管理工事その2-2（単価契約）の支出について 3,056,902

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地等管理工事その2-2（単価契約）の支出について 7,203,447

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 事業地等管理工事その2-2（単価契約）の支出について 118,692

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,749

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度東京都西多摩建設事務所昇降機設備点検保守 35,008

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 本宿橋（仮称）取付道路工事（その５） 29,487,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 伊奈福生線（草花地区）擁壁予備設計及び側道詳細設計 5,700,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 法面詳細設計（２９奥の３） 3,800,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 伊奈福生線（草花地区）構造物詳細修正設計（その３） 3,568,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 羽村大橋交差点予備修正設計 5,924,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 軍畑大橋維持工事（塗装） 23,200,000
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 奥多摩出張所　蛍光灯安定器の交換修繕 162,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 残地補償額の支払　都165草花　29－391 637,422

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の資金前渡及び精算　駒木Ⅱ　29-407 1,111,552

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払） 福生3・3・30 29-459 454,650

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 物件移転補償額の資金前渡及び精算　駒木Ⅱ　29-407 864

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ECTカード利用に要する資金前渡の請求及び精算 15,270

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医の支払いについて 63,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(４工区)単価契約 34,560

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 環境影響評価書作成委託（福生３・４・３の１） 1,820,880

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路台帳補正測量（２９西の３） 10,292,320

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路台帳補正測量（２９西の３） 3,123,680

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 収入印紙に要する資金前渡の請求及び精算（その２２） 1,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 藤原地区急傾斜地補足設計（その７） 400,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出（日の出団地前交差点） 53,300

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出（日の出団地前交差点） 425,231

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出（29西-青梅3・4・4） 548,330

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出(災害防除一202-103上斜面) 111,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出(災害防除一202-103上斜面) 672,320

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,134

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 白丸ダム魚道施設機械警備委託 17,280

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 羽村大橋環境調査委託（その８） 6,816,960

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路予備設計（秋川南岸道路第四工区） 4,320,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細設計及び構造物比較設計(青梅3・4・4その３) 5,375,880

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細設計及び構造物比較設計(青梅3・4・4その３) 1,626,840

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 防護柵設置工（２９西－２） 23,757,360

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 工事用搬入路詳細設計（箱根ヶ崎立体） 3,132,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平井川東平井橋橋りょう基本設計 1,200,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払）　畑中Ⅱ　29－399 277,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出（前金払）　駒木Ⅱ　29-411 12,910,923

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　駒木Ⅱ　29-408 12,139,932

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 残地補償額の支払 畑中Ⅱ 29-423 1,220,671
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 都165草花 29-432 12,216,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 福3.3.30 29-434 3,114,147

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）　駒木Ⅱ　29-441 1,985,387

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）　都202大丹波 29-451 15,973,966

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）福生3・4・4　29-468 11,567,047

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の14）単価契約 7,304,731

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の14）単価契約 1,141,675

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の1）単価契約 8,877,342

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 9,650

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 15,552

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 20,035

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 41,374

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 32,184

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡について 3,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 本宿４号橋（仮称）補足設計（その２） 1,101,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 本宿４号橋（仮称）補足設計（その２） 5,378,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 収入印紙に要する資金前渡の請求及び精算（その23） 2,900

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 収入印紙に要する資金前渡の請求及び精算（その24） 10,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 山田地区急傾斜地アンカー健全度調査委託（２９西建） 41,040,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計（二宮）その２ 2,188,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 中曽川砂防工事詳細設計（その５） 4,968,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 地形測量（２９西－成木八丁目） 2,253,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計(淵上その4)及び道路基本修正設計(雨間) 57,760

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計(淵上その4)及び道路基本修正設計(雨間) 4,862,240

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川基礎資料整理委託（２９西建） 3,132,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 融雪剤の購入（その３） 1,341,360

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 交通量調査及び整備効果検証委託（栗原新田交差点） 950,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入　単価契約(事務所･青梅工区) 83,261

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入　単価契約(事務所･青梅工区) 49,956

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入　単価契約(事務所･青梅工区) 33,304

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入　単価契約(福生工区) 18,618

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入　単価契約（あきる野工区） 45,208

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入　単価契約（檜原工区） 17,690

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所・カラー)単価契約 40,604

451 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(出張所・カラー)単価契約 26,214

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（管理課）単価契約 13,608

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(補修課　Ａ－０)単価契約 32,259

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(４工区)単価契約 34,560

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務所・出張所）単価契約 67,322

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース） 9,558

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（庶務課・補修課） 7,776

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工事第二課・出張所・工区） 7,128

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工事第二課・出張所・工区） 7,128

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ｶﾞｿﾘﾝほか2点の購入単価契約(奥多摩出張所奥多摩工区) 184,102

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）の支出について 1,590,863

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）の支出について 9,508,460

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（単価契約）の支出について 8,748

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）の支出について 123,768

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 道路占用物件移設等補償金の支払いについて（長淵） 16,001,223

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,749

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路設備保守委託（西の１） 120,290

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度奥多摩出張所及び工区機械警備委託 48,276

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 霞川調節池自家用電気工作物保安業務委託 21,060

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 霞川調節池施設機械警備委託 24,840

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度東京都西多摩建設事務所庁舎機械警備委託 10,152

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度奥多摩出張所自家用電気工作物定期点検保守 14,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度東京都西多摩建設事務所自家用電気工作物 26,892

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都西多摩建設事務所外建物管理委託 417,349

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度　奥多摩出張所及び各工区清掃委託 35,765

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 平成２９年度　奥多摩出張所及び各工区清掃委託 56,467

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 青梅市千ヶ瀬町一丁目地区急傾斜地崩壊防止工事(その2 10,200,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 喜代沢砂防工事詳細設計（その３） 1,600,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 尿石除去剤ほか5点の購入 44,238

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 道路整備事業に伴う通訳業務その２（単価契約） 94,720

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入　単価契約 56,635

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 西多摩建設事務所庁舎ごみ処理業務委託（単価契約） 15,876

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 西多摩建設事務所庁舎ごみ処理業務委託（単価契約） 20,880

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 交際費 交際用経費の支出及び精算について 5,000
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定意見書作成委託料の支出について 都202大丹波 86,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定意見書作成委託料の支出について 都202大丹波 77,579

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定意見書作成委託料の支出について 都202大丹波 77,579

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,827

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,426

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,905

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,907,766

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,142

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 155,755

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 179,691

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 385

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 761,329

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,079,744

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 198,584

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,367

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,815

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 53,828

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,782

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,018

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,143

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 226

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託 211,248

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９奥の２） 64,560,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 日原トンネル長寿命化詳細設計 11,772,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路台帳測量（２９西－折立） 12,624,120

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路台帳測量（２９西－箱根ヶ崎駅前外１箇所） 7,583,760

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 需用費 一般需用費 収入印紙に要する資金前渡の請求及び精算（その25） 1,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,788

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,042

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 138,321

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,360

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,021

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,447

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,158

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,604

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,719

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,445

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 59,682

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,294

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,440

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 125,473

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 防護柵設置工事（２９奥－１） 17,293,480

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（２９西の３） 13,986,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（２９西の４） 4,860,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 橋梁定期巡回点検調査委託 5,616,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（２９西の６） 2,850,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路監視設備詳細設計（２９西の１）主３３ 9,504,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払）　福3・3・30　29-344 2,289,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計(緊急施行)411-210上斜面 5,832,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（緊急施行）２９西の１ 30,600,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,697

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 138,291

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 139,925

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 324,428

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街灯・標識等詳細調査委託（２９西の１） 26,460,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 交通量調査委託（梅ケ谷地区） 2,311,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払） 都165草花 29-433 233,000
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　駒木Ⅱ　29-440 2,704,006

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）　駒木Ⅱ　29-484 7,915,310

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）青梅344Ⅰ 29－485 25,876,809

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 福生3・3・30 29-405 346,016

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 土壌汚染調査委託（駒木Ⅱ期） 280,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 都169淵上 29-431 205,424

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（緊急施行）２９西の２ 12,900,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 図書（落石対策便覧［2017］改訂版ほか5点）の購入 21,870

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 図書（落石対策便覧［2017］改訂版ほか5点）の購入 58,320

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 追録（例解　危険物規制質疑応答集ほか1点）の購入 9,635

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 収入印紙に要する資金前渡の請求及び精算（その26） 2,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 232,826

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,081

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 523

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路線管理GISシステムデータ更新委託（２９奥の１） 2,484,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 霞川防災工事（２９西建） 4,900,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及電線共同溝設置工事その3(青梅3・4・4) 880,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及電線共同溝設置工事その3(青梅3・4・4) 43,120,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出　霞川整備工事（その１５） 16,781,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 郵便切手に要する資金前渡の請求及び精算（その７） 99,900

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 127,578

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,046

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 アンカー健全度調査に伴う詳細調査委託（２９奥の１） 17,280,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 アンカー健全度調査に伴う詳細調査委託（２９奥の２） 17,258,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 地質調査（淵上その４） 3,645,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 東京都西多摩建設事務所管内図（平成29年度版）の作成 226,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 東京都西多摩建設事務所管内図（平成29年度版）の作成 226,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 東京都西多摩建設事務所管内図（平成29年度版）の作成 226,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 奥多摩出張所　給排水接続工事 777,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　福生344　29-466 330,890

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　福生344　29-467 14,111,846

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 都165草花 29-478 462,700
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 三角スケールほか14点の購入 284,808

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ラベルシールほか18点の購入 212,306

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金の支出（全額払）　駒木Ⅱ　29－490 237,288

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 7,518

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 841

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 雑誌（土木技術ほか8点）の購入 1,539

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出　鯉川砂防事業 468,720

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出　鯉川砂防事業 468,720

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出　鯉川砂防事業 424,409

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 電話料金(特定通信線専用料　河辺立体)　３月分 4,320

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入　単価契約 39,849

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 西多摩建設事務所産業廃棄物処理委託（単価契約） 155,520

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 西多摩建設事務所産業廃棄物処理委託（単価契約） 97,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 98,990

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 4,626

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 33,100

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 7,680

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 32,977

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 73,957

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年３月確認分） 15,092

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,291

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９西の４） 17,006,802

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９西の４） 14,867,518

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等に関する基礎調査区域調書修正業務 6,912,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（２９西の２） 2,680,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 霞川整備工事に伴う補足設計（その３） 3,792,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路基本修正設計（一１９３号沢井２期） 2,808,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（２９西の５） 4,428,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 地形測量（２９西－福生） 2,160,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（２９西の８） 2,419,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 中福生陸橋長寿命化詳細設計 7,992,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 鯉川しゅんせつ工事に伴う測量（２９西建） 5,616,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 山田地区急傾斜地防災工事に伴う地質調査（２９西建） 2,635,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（２９西の６）照明設備改修 12,670,800
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 自転車走行空間整備(29西-1)及び路面補修(29西の13） 8,828,814

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 自転車走行空間整備(29西-1)及び路面補修(29西の13） 6,871,186

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 箱根ヶ崎ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ設備改修詳細設計(29西の1)冠水警報 3,888,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９西の１４） 14,100,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路施設警報監視設備改修詳細設計（２９西の１） 2,138,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出 福生3・3・30 29-401 8,024,016

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地に関する補償金の支出　福生3・3・30　29-403 1,119,030

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（２９西の１６） 32,800,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（緊急施行）４５－Ｋ５下 474,120

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路災害防除工事に伴う設計（緊急施行）４５－Ｋ５下 3,575,880

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出　大丹波 29-450 2,117,053

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金の支出（前金払）　駒木Ⅱ　29－489 5,675,816

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）　霞川　29-505 1,588,078

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（前金払）　霞川　29-507 1,632,383

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の8）単価契約 1,819,863

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 遺跡発掘調査委託（２９西‐１６５号伊那［あきる野市 4,536,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 公共汚水桝移設工事費の支払　主44　七日市場 150,120

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金(レスナビ端末)　３月分 10,805

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の10）単価契約 1,316,001

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の2）単価契約 6,247,006

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持保守（西の3）単価契約 4,676,875

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 公共汚水桝移設工事費の支払　畑中Ⅱ 113,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 山岳道路斜面特別点検調査委託（２９西建） 38,772,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 十二天沢砂防工事補足設計 3,684,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 本宿橋（仮称）取付道路工事（その６） 26,100,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金の支出（完了払）　駒木Ⅱ　29-411 1,434,548

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支払（完了払） 都165草花 29-433 66,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の3）単価契約 1,205,425

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の11）単価契約 9,005,061

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の11）単価契約 480,557

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の10）単価契約 3,025,106

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の10）単価契約 1,027,316

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の10）単価契約 841,264

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の8の2）単価契約 2,423,865
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,749

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎・詳細調査委託（南東その12） 25,175,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約にかかる支出 3,463,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置工事（29南東-永山の１） 1,228,529

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置工事（29南東-永山の１） 56,607,271

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等に関する基盤図修正委託(南東その9 1,502,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎・詳細調査委託（南東その12） 17,870,760

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（町田東その３）単価契約 2,112,325

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（町田東その３）単価契約 257,256

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（南東の2）単価契約 4,665,286

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 町田東工区CATV回線使用料の支出について 1,080

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 需用費 一般需用費 図面袋ほか１点の購入 74,520

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料の支出（１月分） 7,100

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎雑排水槽汚泥処分委託（単価契約） 62,596

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 13,070

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 12,211

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 2,008

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 2,226

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 鶴見川整備に伴う橋梁基本設計(新図師大橋(仮称)) 12,860,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎構内電話交換設備定期点検保守委託 17,982

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹診断委託（29南東の1） 848,880

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 調節池搬出入路舗装工事説明会託児保育サービス業務(2 44,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（町田西その３）単価契約 1,730,916

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（町田西その３）単価契約 176,904

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（多摩その３）単価契約 2,170,368

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 工事費補償契約に係る支出 265,889

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（29南東の2）単価契約 223,452

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（29南東の2）単価契約 16,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 土地鑑定評価委託報酬の支出（主47木曽）自歩道 247,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 土地鑑定評価委託報酬の支出（主47木曽）自歩道 222,069

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 不動産鑑定評価委託報酬の支出（主47木曽）自歩道 247,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 産業医活動報酬額の支払い　2月分 63,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,971
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,844

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,679

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の支出　２月分 1,325

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金の支出　２月分 531

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 46,261

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,289

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,014

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 591,807

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 落川地下道ほか清掃委託 377,994

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線共同溝予備設計（29南東-野津田） 7,614,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 歩道詳細修正補足設計（29南東-多摩３・１・６小山） 3,460,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約に係る支出 488,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 植栽管理草刈資料修正 2,510,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 8,631,995

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 587,068

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 1,512,961

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 使用料及賃借料 平成30年度水防連絡会開催に伴う会場使用料 17,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 郵券の購入 50,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 郵券の購入 50,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 郵券の購入 46,270

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 庁有車（軽四輪貨物自動車）の整備及び修繕 36,990

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車（軽四輪貨物自動車）ほか３台の廃棄処分委託 34,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁有車（軽四輪貨物自動車）ほか３台の廃棄処分委託 21,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 大判コピー（単価契約）2月分 3,942

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービス（ロール状）（単価契約）の支出 2,764

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（ロール状）（単価契約）の支出 41,466

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（ロール状）（単価契約）の支出 11,058

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）事務所・東工区・西工区 12,506

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）事務所・東工区・西工区 93,800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）事務所・東工区・西工区 18,759

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの貸借（長期継続契約）の支払い 4,811

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの貸借（長期継続契約）の支払い 1,924

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの貸借（長期継続契約）の支払い 12,510

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,325

459 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 工区庁舎清掃委託　２月分 29,116

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 空気清浄機（分煙機）保守点検委託 41,796

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎昇降機設備定期点検保守委託 58,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 29,376

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路構造物予備設計（29南東-野津田） 4,240,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計及構造物予備設計(29町田3.3.36旭町) 8,156,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 境川緑化工事に伴う詳細設計（境川橋上流～根岸橋） 1,209,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 構造物補足設計（29南東-すいすい小川原交差点） 6,480,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-宿通りの9） 19,700,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＥＴＣ利用代金の支出（１月分） 8,360

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 13,481,759

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 706,515

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 4,982

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 駐車場料金に係る資金前渡（常時）3月分 2,700

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主18薬師池Ⅱ期） 43,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主18薬師池Ⅱ期） 38,790

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主18薬師池Ⅱ期） 43,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,336

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 日刊新聞の購読（読売・日経） 8,937

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎外3か所警備委託　２月分 66,096

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 三沢川分水路防災工事（その２－２） 6,700,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか35点の購入 162,222

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか35点の購入 108,831

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 事務所用複写サービス（単価契約）の支出について 2,748

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 事務所用複写サービス（単価契約）の支出について 4,579

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 事務所用複写サービス（単価契約）の支出について 21,064

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 事務所用複写サービス（単価契約）の支出について 11,906

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 事務所用複写サービス（単価契約）の支出について 5,495

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー）（単価契約）その２の支出 2,449

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー）（単価契約）その２の支出 19,591

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー）（単価契約）その２の支出 2,449

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線共同溝予備修正設計（29南東-坂浜） 3,041,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝予備修正設計（29南東-坂浜） 1,270,080

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路予備修正設計（29南東-綾部） 5,616,000
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路予備設計その２（29南東-南多摩尾根幹線） 7,100,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・町東その２） 1,609,297

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・町東その２） 471,679

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 立体交差及びトンネル設備保守委託 304,720

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の4） 72,553,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の7） 43,864,840

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29南東の3） 1,296,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 東長沼陸橋維持工事(伸縮装置取替及び橋面舗装) 85,620,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 舗装構造調査（29南東の1） 7,884,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識詳細設計（29南東-1） 1,641,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 歩道詳細修正設計（29南東-宿通り） 1,025,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬季剪定委託（町田東その３） 2,924,532

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路予備設計その１（29南東-南多摩尾根幹線） 4,700,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 河川構造物補足設計及び道路予備修正設計(29図師Ⅲ期) 3,800,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 グレーチング隙間調整金具の購入 297,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝設置工事(29南東-永山の1)に伴う補償金 27,000,882

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝設置工事に伴う支障移設工事補償金 3,960,321

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝設置工事に伴う支障移設工事費補償金 9,391,486

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託（単価契約・町田東その4） 5,264,537

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝設置工事に伴う支障移設工事費補償金 17,063,448

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 16,271

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 12,890

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 1,736

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 町田合同庁舎外２か所ごみ処理業務委託（単価契約） 1,518

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 165,185

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 稲城大橋データ回線　2月分 29,008

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 103,361

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 38,500

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 9,887

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支給について（３月処理分） 4,882

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 18,250

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 1,155

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 19,286

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（３月処理分） 20,894
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,552

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,494,737

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,199,791

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,503

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線共同溝予備設計（29南東-町田3.3.36相原） 3,792,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路構造物予備修正設計及道路予備修正設計(29薬師池) 13,524,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（不動産鑑定ほか4点）の購入 7,099

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービス(単価契約）その２の支出 2,872

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービス(単価契約）その２の支出 45,958

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービス(単価契約）その２の支出 8,617

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定評価委託報酬の支出（主19坂浜） 247,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定評価委託報酬の支出（主19坂浜） 222,069

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 土地鑑定評価委託報酬の支出（主19坂浜） 247,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,758

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 118,837

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,896

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ３月分  公共料金支払 23,244

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,372

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,242

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 999

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 委託料 町田水防倉庫改築工事に伴う詳細設計 1,922,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 構造物予備修正設計（29南東-町田3.3.36相原） 8,720,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路基本検討補足設計（29南東-別所） 2,883,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事（29南東-多摩３・１・６小山） 40,100,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 土地買収契約に係る支出 9,675

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託（単価契約・町田西その２） 5,656,802

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 緊急登庁に要するタクシー利用代金の支払(資金前渡） 6,490

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 土地賃貸借契約に伴う収入印紙の購入(資金前渡） 7,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 土地賃貸借契約に伴う収入印紙の購入(資金前渡） 800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費 57,300

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,242

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 610,317

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 境川整備工事に伴う家屋復旧積算委託(鶴間橋上流右岸) 567,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託 24,948
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の14） 17,200,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 9,230

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 電話料金（河川情報サービス）の支出 6

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費補償金 313,538

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 909,253

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,930

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,836

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,754

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎外３か所建物管理委託　１月分 734,076

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎外３か所建物管理委託　２月分 654,804

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（29南東の１） 4,294,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路基本設計（29南東-すいすい鶴川四丁目） 2,798,800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬季剪定委託（町田東その１） 4,849,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬季剪定委託（町田東その２） 9,244,800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 電線共同溝設置工事に伴う支障移設工事費補償金 1,020,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 庁有車（特殊用途自動車）ほか１台の整備及び修繕 18,910

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 3,522,648

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 1,078,926

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 情報提供装置接続料　1月分 51,310

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料の支出(2月分） 35,632

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障移設工事費 617,430

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主3鶴川駅東口） 39,116

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主3鶴川駅東口） 43,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託報酬の支出（主3鶴川駅東口） 43,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 冬季剪定委託（町田西その１） 5,259,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 積算委託　用地-８ 273,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 境川木曽東調節池準備工事説明会託児保育サービス委託 34,657

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 アスファルトほか５点の購入 97,438

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 アスファルトほか５点の購入 19,624

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 物件調査委託　用地‐10（単価契約） 6,988,921

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の支出　３月分 1,343
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 物件調査委託　用地‐12（単価契約） 798,286

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 建設物価ほか3点の購入について 106,830

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 積算資料ほか2点の購入について 77,854

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 平成30年度　事業箇所図の作成・印刷 179,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 平成30年度　事業箇所図の作成・印刷 179,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 平成30年度　事業箇所図の作成・印刷 179,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 積算委託　用地-9 702,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(八王子3･4･28石川宇津木線)石川町Ⅱ期 7,183,922

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その1)単価契約 11,229,300

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事(その1)単価契約 2,086,970

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その1)単価契約 147,420

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図面電子複写サービスに関する契約（単価契約）1月分 34,668

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川事業用地等草刈委託(その2)単価契約 743,412

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 自家用電気工作物の保安管理業務委託(打越町土入立体) 10,692

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 凍結防止剤（塩化カルシウム）の買入れ（その2） 272,160

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 30,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約) 97,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約) 59,292

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車(軽四輪貨物自動車)の廃棄に関する業務 10,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車(軽四輪貨物自動車)の廃棄に関する業務 15,120

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁有車(軽四輪貨物自動車)の廃棄に関する業務 15,120

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 図面袋の買入れ 49,680

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 2,963,498

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 9,257,004

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 2,674,339

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路事業予定地内緑地管理委託(単価契約) 1,888,219

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路事業予定地内緑地管理委託(単価契約) 95,904

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,782

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,494

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 資金前渡の請求及び精算(自賠責保険料及自動車重量税) 90,630

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 資金前渡の請求及び精算(自賠責保険料及自動車重量税) 32,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,382

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,953
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物の保安管理業務委託 193,838

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 日野工区外2工区の庁舎機械警備委託 39,528

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 八王子合同庁舎(運転手控室及び会議室等)清掃委託 22,916

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 工区庁舎清掃委託 61,973

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災警戒区域等に関する基礎調査委託（南西その32） 2,594,160

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 谷地川整備工事に伴う補足設計(宮下橋～若松橋下流) 3,672,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 城山川整備工事(その19)に伴う補足設計(出羽橋上流) 2,340,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細及び構造物詳細設計(八王子3・4・28 Ⅰ期) 14,200,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 大田川河川区域図作成測量(その1) 6,588,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 小宮陸橋長寿命化詳細補足設計 1,336,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(日野3･4･3落川平山線)三沢Ⅱ期 10,027,033

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(草刈・樹木伐採)(29八西その4)単価契約 9,893,413

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事(29日野その2)単価契約 8,352,227

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 河川事業用地等管理工事(その2)単価契約 1,273,667

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託(29南西の2)単価契約 1,897,776

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託(都173号南平7～9丁目) 39,116

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託(都173号南平7～9丁目) 43,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 意見書作成委託(都173号南平7～9丁目) 43,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(八王子3･3･10東京環状線) 86,400

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(八王子3･3･10東京環状線) 77,579

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(八王子3･3･10東京環状線) 77,579

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,585

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 八王子西工区の浄化槽点検委託 39,420

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医報酬 63,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域基礎調査精査・照査委託(南西その32) 186,840

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 手袋外4点の買入れ 390,765

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＥＴＣカ－ド利用料金(平成30年1月分) 1,530

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(八王子3･5･53台町五日市線)＿原Ⅱ期 3,480,730

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 設備保守委託(29南西の1・トンネル、立体) 156,600

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路詳細修正設計及び電線共同溝詳細修正設計(東浅川) 11,340,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路及び電線共同溝詳細修正設計(横浜線立体その23) 2,735,640

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路及び電線共同溝詳細修正設計(横浜線立体その23) 3,744,360

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路概略修正設計(南西－上川) 2,052,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路詳細修正設計(29南西－東浅川その2) 1,188,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 舗装構造調査(29南西の1) 2,052,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金(日野3･4･3落川平山線)三沢Ⅱ期 2,141,616

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料(日野3･4･3落川平山線)三沢Ⅱ期 1,800,926

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収代金(都173号上館日野線)館町和田交差点 8,071,440

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(地蔵橋～湯島橋)湯殿川 2,645,670

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29八東その2)単価契約 2,053,242

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29八東その2)単価契約 4,119,660

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金(八王子3･4･28石川宇津木線)石川町Ⅱ期 19,955,851

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29八西その2)単価契約 4,788,720

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29八西その2)単価契約 4,977,093

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29日野その3)単価契約 4,698,108

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29日野その3)単価契約 4,960,526

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(河道清掃・整正)(29南西その2)単価契約 7,541,787

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 道路管理業務に関する労働者派遣契約(単価契約) 200,502

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,749

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29南西の1) 2,839,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29南西の2) 1,889,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29南西の3) 3,767,600

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(日野3.4.3落川平山線) 833,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等に関する確認調査委託（南西の1） 8,424,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29南西の4) 22,251,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 大栗川緑化整備工事(その3)に伴う詳細設計(番場橋) 4,580,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川管理施設点検業務委託(29南西の2） 3,024,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事(29南西－1) 17,700,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 書籍（建設物価外7点）の買入れ 29,159

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 3,162,946

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 8,020,965

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 88,117
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29八東その2)単価契約 11,719,174

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29八東その2)単価契約 2,266,165

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29八東その2)単価契約 62,640

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入(単価契約)八王子西工区 9,312

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 49,480

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 14,026

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 2,520

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 2,115

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 47,369

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 16,389

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 9,571

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 6,876

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等に関する確認調査委託（南西の2） 8,856,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川管理施設点検業務委託（29南西の1） 3,240,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入(単価契約)南西建ほか２箇所 52,328

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入(単価契約)南西建ほか２箇所 44,149

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の購入(単価契約)南西建ほか２箇所 27,258

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕（八王子800す480） 55,080

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 川口川整備工事(その19-2)(駒形橋)に伴う支障物件移設 773,552

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（熊本派遣　業務報告） 81,204

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,270

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,125,792

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,937

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,930,136

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 384,464

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 98,875

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計及び電線共同溝予備設計(南西－長沼) 8,618,724

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計及び電線共同溝予備設計(南西－長沼) 4,341,276

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計(並木橋) その3 4,752,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地質調査（29南西－八王子3･4･28Ⅰ期）その2 400,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 土地買収代金(地蔵橋～湯島橋)湯殿川 5,021,697

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 環境保全型常温合材外1点の買入れ 231,660

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 自然環境調査委託(南西-日野橋その4) 8,532,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（カラー）単価契約2月分 53,831
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 14,894

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 9,121

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）の支払いについて　2月分 22,086

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,093

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,063

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 85,991

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,723

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,094

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,699

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,594

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,594

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 歩道詳細修正設計(29南西－川原宿)ほか2箇所 3,240,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計(主46楢原) 2,916,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路台帳補正測量(29南西の1) 2,185,920

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路台帳補正測量(29南西の1) 1,918,080

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝詳細設計(29南西－堀之内Ⅰ) 9,180,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 松枝橋詳細修正設計(その6) 3,684,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 山田川河川防災工事(月見橋下流)に伴う補足設計 4,752,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事のうち電線共同溝設置工事(東浅川の3) 9,200,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(日野3･4･3落川平山線) 8,685,926

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29南西の日野)(単価契約) 3,194,640

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図面電子複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 34,668

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,051

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 163,095

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 12,420

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 6,264

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）2月分 12,420

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース）2月分 3,186

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース）2月分 3,186

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース）2月分 3,186

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計(29南西－1) 2,536,920
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地測量(29-街路その1)単価契約 2,308,113

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29八西その3)単価契約 3,074,350

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29八西その3)単価契約 2,521,627

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29八西その3)単価契約 1,527,789

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29日野その2)単価契約 24,786,694

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29日野その2)単価契約 6,197,040

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29日野その2)単価契約 440,856

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29日野その2)単価契約 234,576

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費
負担金補助及交付
金

放置自動車の廃棄に伴うリサイクル料金 2,510

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ロール紙外16点の買入れ 262,281

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収代金(八王子3･5･53台町五日市線)＿原Ⅱ期 479,559

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,437

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,333

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29南西の5) 56,382,040

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29南西の8)及び平山陸橋維持工事 18,900,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 路面補修工事(29南西の8)及び平山陸橋維持工事 26,700,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 自然環境調査のうち特定魚類調査委託（南西-日野橋6） 8,856,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量(29南西の1) 3,716,400

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 南浅川護岸設計(両界橋下流左岸)(緊急施工) 4,168,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金(日野3･4･3落川平山線)三沢Ⅱ期 33,689,647

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金(日野3･4･3落川平山線)三沢Ⅱ期 2,643,837

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(29南西の2)単価契約 7,551,478

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託(29日野その3)単価契約 5,496,228

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託(29日野その3)単価契約 5,688,154

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 携帯電話使用料(払込) 10,805

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 情報提供装置設置に伴う通信料金(払込) 20,524

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 補償補填及賠償金 初沢地区第１沢流路工工事に伴う支障物件移設工事費 2,565,126

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（現場視察　熊本県） 270,020

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,340

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,047

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 谷地川整備工事に伴う詳細設計 19,443,240

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 グランドアンカー健全度詳細調査委託（29南西） 22,464,000
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 山岳道路斜面特別点検調査委託（29南西の1） 5,832,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 非木造建物等積算委託その10 2,808,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 川口川護岸復旧工事(堀口橋下流) (緊急施行) 17,829,640

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 原材料費 凍結防止剤（塩化ナトリウム）の買入れ 285,120

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(草刈・樹木伐採)(29八西その5)単価契約 9,886,116

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 用地測量(29-安全その1)単価契約 1,354,309

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 用地取得業務に関する労働者派遣契約(単価契約) 274,010

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 環境現況調査委託その3（29北南-関戸橋） 1,155,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 多摩川原橋維持工事（橋面舗装） 46,704,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（府3.2.2の2・国立3.3.2） 15,915,020

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その５(単価契約) 2,763,417

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事その３（単価契約） 3,110,998

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 シャベルほか７点の購入 299,840

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 物件調査委託　用の３ 732,367

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 物件調査委託　用の３ 98,470

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 物件調査委託　用の３ 118,489

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 物件調査委託　用の３ 176

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 物件調査委託　用の３ 28,941

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(調3.4.18） 86,400

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(調3.4.18） 78,232

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託(調3.4.18） 77,579

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,613

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,993

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29北南の2・歩道改善） 48,205,280

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業(道路）補助金[28繰越] 16,053,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 西東京工区産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 6,480

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 西東京工区産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 6,480

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（北南-工二の３）単価契約　1月分 7,333

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,594

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 仙川除塵機等及び石神井川調節池排水門扉保守(1月分) 84,029

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路詳細修正設計（29北南-主11中和泉） 1,890,000
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ２９街路樹冬期剪定委託（その３） 9,396,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事（29北南-3） 1,896,480

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事（29北南-2） 11,600,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（調3.4.18） 8,230,793

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料（調3.4.18） 2,715,743

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(北南の４)単価契約 2,751,570

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(北南の６)単価契約 2,528,020

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託その４－２(単価契約) 2,870,278

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託その４－２(単価契約) 364,284

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,181

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託（道路排水場ほか） 23,976

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所警備委託 21,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所工区庁舎警備委託 36,936

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北南建　自家用電気工作物定期点検保安業務委託 24,300

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 再積算委託　用の3　府中3･4･5号線 270,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁有車(軽四輪貨物自動車2台)の廃棄に関する業務委託 10,800

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車(軽四輪貨物自動車2台)の廃棄に関する業務委託 30,240

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（武3.4.24Ⅱ期） 953,245

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地測量（その１）街路１（単価契約） 7,429,396

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（10～12月分） 22,032

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（10～12月分） 55,080

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車による駐車場利用料金の支出（3月分） 8,400

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 庁有車による駐車場利用料金の支出（3月分） 3,700

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 西東京工区可燃ごみ収集運搬・処分委託（単価契約） 982

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 西東京工区可燃ごみ収集運搬・処分委託（単価契約） 2,470

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,009

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,777

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 427,950

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路台帳測量（その1）西東京3･3･14 3,589,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路交通環境影響事後検討（小金井警察署前交差点） 3,738,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（武3.4.11） 1,509,966

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 3,047,500

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 167,720

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 1,036,673
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託(調3.4.17、三3.4.11） 2,488,137

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託その４(単価契約) 2,618,106

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託その４(単価契約) 1,216,695

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(2月分) 7,200

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(2月分) 7,200

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(2月分) 7,200

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ(再リース)2月分 9,558

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正設計電線共同溝詳細設計西東京3･4･9Ⅰ期 7,260,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備に伴う道路詳細設計（29北南-1） 2,592,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29北南-調布3･4･2） 1,986,400

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 交差点改良詳細設計（29北南-1） 2,700,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 29街路樹冬期剪定委託（その2） 12,312,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 自動車重量税印紙の購入 16,400

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 256,824

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（現行日本法規）ほか2点 63,532

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（府3.2.2の2・国立3.3.2） 171,371,786

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ＥＴＣカード利用(１月分)に要する資金前渡及び精算 6,650

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(２９北南の西東京)(単価契約) 5,548,608

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４(単価契約) 75,438

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４(単価契約) 313,070

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単価契約)事ほか1工区(2月分) 21,526

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単価契約)事ほか1工区(2月分) 20,814

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単価契約)事ほか1工区(2月分) 7,413

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単価契約)事ほか1工区(2月分) 62,014

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単価契約)事ほか1工区(2月分) 4,276

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンに関する契約(単契)小金井･西東京工区(2月分) 17,388

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)西東京工区2月分 8,640

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所工区庁舎警備委託 36,936

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北南建　自家用電気工作物定期点検保安業務委託 24,300

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河岸草刈り及び河道清掃委託並びに植栽維持工事その2 8,758,440

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,561

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 仙川除塵機等及び石神井川調節池排水門扉保守（2月分) 91,373

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（三3.4.7三鷹国分寺線） 11,168,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正電共詳細修正設計調布3･4･17若葉町元和泉 3,306,960
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路詳細修正電共詳細修正設計調布3･4･17若葉町元和泉 1,553,040

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量1自転車走行空間整備に伴う測量1 9,715,948

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量1自転車走行空間整備に伴う測量1 796,052

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（小3.4.11府中東小金井線） 1,902,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 JR南武線跨線橋仮称PC桁製作工事府中3222国立332その2 59,500,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（武3.4.11） 52,550,824

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 トンネル等設備保守委託（２月分） 69,768

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書の購入(公共用地の取得に伴う損失補償322問) 5,080

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか１３点の購入 3,780

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか１３点の購入 14,126

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか１３点の購入 217,252

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか１３点の購入 3,024

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 9,069,028

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 665,303

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 1,063,368

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写機保守サービスに関する契約（単価契約）2月分 3,980

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写機保守サービスに関する契約（単価契約）2月分 3,979

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 2,800

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 4,117

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 6,916

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図面用複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 2,635

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 12,757

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 12,756

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 12,756

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（府3.4.5、国立3.4.5及び府3.2.2の2） 3,567,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所工区庁舎清掃委託 111,574

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計（29北南-1） 2,296,800

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北多摩南部建設事務所昇降機設備定期点検保守委託 54,540

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝予備設計（29北南-東八道路） 4,912,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（西3.4.9保谷東村山線） 5,772,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 交通量調査委託（その2）（29北南-調布3･4･17若葉町） 3,510,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（武3.4.24Ⅱ期） 307,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備に伴う道路詳細設計（29北南-2） 2,754,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 上仙川橋補修詳細設計 1,946,000
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正電線共同溝詳細修正設計市民球場前交差点 1,300,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（西5.5.1東伏見公園） 14,895,336

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（府3.2.2の2、国立3.3.2） 2,367,259

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収代金（武3.4.11） 160,093,436

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収代金（武3.4.11） 8,586,771

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 移設補償（電線共同溝設置工事28北南-ひばりヶ丘） 10,115,645

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その９(単価契約) 5,819,022

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その９(単価契約) 545,229

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４(単価契約) 523,984

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４(単価契約) 278,769

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 可燃ごみ処理業務委託（単価契約） 27,241

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 可燃ごみ処理業務委託（単価契約） 32,844

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所警備委託 21,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29北南の13・歩道改善） 80,400,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（調3.4.11） 1,396,076

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（調3.4.11） 9,302

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事その３（単価契約） 2,013,005

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 3,469

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 7,372

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 7,372

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 10,840

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 7,372

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 6,937

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 185,954

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,164

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路排水場等設備保守委託 143,316

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北南建の３） 23,652,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 カラープリンターの修繕 78,408

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ユニットほか1点の購入 100,170

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託その６(単価契約) 1,166,950

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川・公園事業用地管理委託（単価契約） 582,897

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 河川・公園事業用地管理委託（単価契約） 169,689

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 カラーコーンの購入 21,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地取得に係る法律相談業務委託に関する過納還付金 3,063
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成２９年度安全衛生管理(産業医)の支出(２月分) 63,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,775,399

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,536,215

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,201

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,971

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,159

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,066

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,188

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,018

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,590

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北多摩南部建設事務所昇降機設備定期点検保守委託 54,540

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 野川自然再生に伴う修正設計（その4） 4,860,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 関戸橋詳細補足設計（その4） 5,724,480

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 関戸橋詳細補足設計（その4） 1,100,120

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 公有財産購入費 土地買収代金（石神井川） 23,435,940

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 用地会計 用地費 用地買収費 諸用地先行取得費 公有財産購入費 土地買収代金（東伏見公園） 50,677,685

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（調3.4.18Ⅱ期） 5,398,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 残地補償料（武3.4.11） 5,732,716

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収代金（武3.4.11） 90,039,379

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,775

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,547

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 58,559

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,404

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 101,527

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,801

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 橋梁詳細修正設計29北南-府中3･2･2の2及び国立3･3･2 3,996,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その10(単価契約) 10,128,294

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その10(単価契約) 1,307,878

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その10(単価契約) 696,245

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託その５(単価契約) 2,049,764

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託その５(単価契約) 2,258

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,957

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事（29北南-2） 5,367,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費（石神井川整備工事　北その10） 280,800

475 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料（府3.2.2の２、国立3.3.2） 581,565

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（西3.2.6　調布保谷線） 392,094

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（問答式　境界・私道等の法律実務） 7,300

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（問答式　用地取得・補償の法律実務） 8,890

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費（石神井川整備工事　北その10） 496,800

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費（石神井川整備工事　北その10） 25,160

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（北南-工二の３）単価契約 24,829

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持業務委託 700,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(北南の６)単価契約 818,218

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,203

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,712

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,738

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,857

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,760

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,057

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29北南の12・歩道改善） 55,700,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（府3.2.2の2・国立3.3.2） 2,431,158

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（武3.4.24Ⅱ期） 1,432,665

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（府3.2.2の2、国立3.3.2） 27,362,593

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持業務委託 5,127,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持業務委託 2,668,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 給水管の撤去に伴う工事費の支出 6,694,402

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持業務委託 1,402,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(北南の４)単価契約 724,226

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,682

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 環境現況調査委託その2（29北南-関戸橋） 1,200,960

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29北南の3） 6,272,840

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 バリアフリー整備に伴う道路詳細設計（29北南-1） 2,653,200

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 平面交差点詳細設計（下布田交差点） 1,730,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 歩道詳細設計（芝久保町） 1,000,080

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地質調査（29北南-府中3･2･2の2及び国立3･3･2） 7,088,720

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（西3.4.9保谷東村山線Ⅱ期） 4,844,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 入間川整備工事に伴う地歴調査委託 1,479,600
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 中光度航空障害灯点検委託（府中四谷橋） 507,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（西5.5.1東伏見公園） 36,899,276

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料（三3.4.7） 45,290,375

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（境界・私道紛争関係判例集） 8,890

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（環境影響評価法令・通知・条例集） 4,082

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 携帯電話料金(払込) 10,803

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,993

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,052

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所建物管理委託 2,357,856

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 地下埋設物台帳補正測量（29北南の1） 4,180,680

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 西東京泉町排水場通報項目変更作業委託 216,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環境施設帯報告会託児保育業務府中3･2･2の2国立3･3･2 112,320

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（三3.4.7） 60,790,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収代金（三3.4.7） 1,944,228

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払 3,550

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払 39,196

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 29,103

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 16,067

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 578

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 19,840

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 34,797

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 62,006

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 76,702

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年2月分） 4,305

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略設計（29北南-西東京3･3･3外1路線） 9,608,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計（人見街道） 1,814,400

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 構造物詳細設計（29北南-府中3･2･2の2及び国立3･3･2） 2,400,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託その６(単価契約) 9,431,273

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託その６(単価契約) 271,069

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 709

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平面交差点詳細修正設計(29街-東村山３・４・１８) 2,109,240

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路標識設置詳細設計(29北北-１) 1,596,240

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29北北の２１) 15,400,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その６ 3,009,744
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その６ 96,595

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その６ 475,632

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託（単価契約）その５ 556,401

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託（単価契約）その５ 347,225

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 融雪剤の購入 950,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 融雪剤の購入 297,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 物品の購入について 13,820

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 216,584

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 芝山排水場ほか３箇所保守委託 103,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 積算委託（用地-２）立川３・２・４号線 1,350,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量(29北北の１)及び自転車走行空間整備測量 4,647,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 現況平面測量(29北北の１)及び自転車走行空間整備測量 2,150,720

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29北北の１)街路灯改修 17,830,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29北北の１４) 21,228,440

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　東村山3・4・15の2 1,037,652

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 15,504,809

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 3,508,444

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 30,977,944

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 車検更新にかかる経費 15,370

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 車検更新にかかる経費 28,500

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河岸草刈及び河床清掃委託（その２)単価契約 1,466,327

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29北北の東村山)(単価契約) 3,841,020

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その９ 767,885

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その９ 646,650

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その８ 4,764,641

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その８ 104,220

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金（平成30年3月分） 11,448

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金（平成30年3月分） 29,686

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件にかかる前渡金（平成30年3月分） 12,080

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,282

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（事務所用） 12,960

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース） 9,558

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工事事務所用） 6,480
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（工区用） 18,468

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土地評価明細図作成委託東村山3･4･11号青葉町二丁目 415,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 11,506

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 36,679

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 9,112

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 18,455

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 22,394

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 6,795

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 燃料の購入・立川管内（単価契約）の支出について 18,036

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 燃料の購入・小平工区（単価契約）の支出について 6,756

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 燃料の購入・小平工区（単価契約）の支出について 4,112

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 燃料の購入・小平工区（単価契約）の支出について 7,785

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託 東村山3・4・15の2 86,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託　東村山3・4・15の2 77,579

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託 東村山3・4・15の2 86,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,918

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,977

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,978

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 212,393

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 79,448

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,537

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,866

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,183

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 245,638

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,083

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 家屋調査委託(29街-国分寺３・２・８) 2,400,840

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 交通量推計調査委託（29街－立川3・3・30） 1,479,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 残堀川管理用通路維持工事 12,519,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路交通網検討委託（29街-立川3・4・5外1路線） 3,780,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 柳瀬川防災工事(その3)(緊急施工)家屋事後調査委託 1,707,480

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 空堀川整備工事に伴う念仏塚橋及び護岸基本設計 7,079,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 庁有車の廃棄処分委託(軽四輪貨物自動車) 35,640

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁有車の廃棄処分委託(軽四輪貨物自動車) 9,720

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路排水施設詳細設計(29街-国分寺３・２・８) 5,100,000
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　主第４号 366,857

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 不用品収集運搬・処分委託 21,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 不用品収集運搬・処分委託 68,796

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 車検更新にかかる経費 60,420

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 公課費 車検更新にかかる経費 32,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入（単価契約） 4,536

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入（単価契約） 1,194

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 電子ｺﾋﾟｰ・ｶﾗｰｺﾋﾟｰ及び第二原図の作成（単価契約） 19,397

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 電子ｺﾋﾟｰ・ｶﾗｰｺﾋﾟｰ及び第二原図の作成（単価契約） 82,944

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 電子ｺﾋﾟｰ・ｶﾗｰｺﾋﾟｰ及び第二原図の作成（単価契約） 772

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 雑誌（橋梁と基礎ほか3点）の購入 1,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（橋梁と基礎ほか3点）の購入 2,463

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（橋梁と基礎ほか3点）の購入 3,078

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 雑誌（橋梁と基礎ほか3点）の購入 2,770

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(用地課・工区・工事事務所用) 2,901

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(用地課・工区・工事事務所用) 5,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(用地課・工区・工事事務所用) 5,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(用地課・工区・工事事務所用) 2,901

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 図面用電子複写サービスに関する契約（単価契約） 4,173

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 図面用電子複写サービスに関する契約（単価契約） 8,347

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図面用電子複写サービスに関する契約（単価契約） 8,347

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務所用）（単価契約） 9,195

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務所用）（単価契約） 9,196

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務所用）（単価契約） 9,196

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（事務所用）（単価契約） 9,196

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（H30･1月分） 72,885

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ETCカード利用料金（H30･1月分） 2,030

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 光熱水費 燃料の購入・東村山工区（単価契約）の支出について 3,454

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 光熱水費 燃料の購入・東村山工区（単価契約）の支出について 14,217

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 燃料の購入・東村山工区（単価契約）の支出について 3,161

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 燃料の購入・工事事務所（単価契約）の支出について 4,194

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北北建　自家用電気工作物保安管理業務委託 30,024

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 39,171

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 9,548
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 29,559

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 6,955

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所庁舎警備委託 15,336

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 25,704

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 12,852

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 25,704

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 12,852

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 和田橋長寿命化工事(その3)及路面補修工事(29北北の7) 67,009,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 和田橋長寿命化工事(その3)及路面補修工事(29北北の7) 6,078,240

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所昇降機設備保守委託 61,290

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 非常電源触媒栓交換工事 220,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 物件調査委託　用地－Ｈ（単価契約） 1,213,540

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 図書の購入（追録） 52,812

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,350

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,710

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 立川共同溝設備保守委託 76,140

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所調整池等警備委託 32,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備設計及び橋梁予備修正設計(28国分寺3･4･11外1 5,294,080

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 残堀川補修工事に伴う調査及び基本設計 9,979,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 柳瀬川防災工事に伴う詳細設計 2,160,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その７ 2,455,531

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その７ 2,258,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その８ 3,385,929

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その８ 1,293,732

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その９ 3,531,016

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その９ 199,152

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 昭島つつじが丘排水場ほか４箇所保守委託 113,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北北建　自家用電気工作物保安管理業務委託 30,024

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所庁舎警備委託 15,336

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29北北の２・二層式低騒音舗装) 138,279,840

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　国分寺3・2・8 10,902,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所昇降機設備保守委託 61,290

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地説明会会場設営委託(29街-東村山3･4･15の2中清戸) 537,840

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 ヘルメットラック設置工事（その２） 62,424
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 スキャナ複合機用トナーカートリッジの購入 250,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 6,726

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 19,985

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託(道路排水場ほか) 83,484

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所建物管理委託 592,084

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所建物管理委託 1,205,668

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路詳細設計(29北北の１) 2,680,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 玉川歩道橋維持工事(橋面舗装)外１橋 22,341,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　立川3・4・25ほか 6,672,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 交差点改良基本設計(29渋滞対策北北-１) 2,788,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 残堀川調節池工事に伴う詳細設計(その５) 9,828,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 地形図作成委託（野川） 6,176,520

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 立ちのき補償料　東村山3・4・11 2,234,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 託児保育サービス委託（29街-東村山3・4・15の1） 56,527

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　東村山3・4・15の2 5,153,482

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 残地補償料　東村山3・4・15の2 1,396,396

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　立川3・4・25ほか 24,498,786

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医の報酬の支払いについて 63,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 7,544,555

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 1,058,961

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 153,792

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 291,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川事業用地草刈委託（単価契約） 2,961,473

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 27,039

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 22,405

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 3,084

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 24,580

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 90,619

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 6,764

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月処理分） 38,527

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細修正設計及び平面交差点詳細修正設計(大沼町) 5,687,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路交通網検討委託(29道－立川3・3・3外3路線) 1,080,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 委託料 空堀川緑化整備工事に伴う詳細設計(その３) 8,424,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 物件調査委託　用地－Ｉ（単価契約） 1,325,140
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,563

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 304,780

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 物件調査委託　用地－Ｇ（単価契約） 4,600,207

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,494

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,415

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,309,768

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,602

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,995

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,377,283

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,670

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,201

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,384

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 124,993

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,748

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 40,360

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,330

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,089

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 302,658

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,366

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,820

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,173,289

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,975,643

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,137

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,958

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,531

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 174,288

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,149

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,082

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,535

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,053

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 残堀川維持工事に伴う詳細設計(その２) 1,867,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 空堀川地下水位調査(その７) 3,661,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書(積算ポケット手帳 外構編 2018-19ほか8点)の購入 7,695

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図書(積算ポケット手帳 外構編 2018-19ほか8点)の購入 20,520
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 図書(積算ポケット手帳 外構編 2018-19ほか8点)の購入 5,130

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 メンディングテープほか24点の購入 20,579

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 メンディングテープほか24点の購入 51,289

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 メンディングテープほか24点の購入 28,323

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 メンディングテープほか24点の購入 21,379

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 25,666,664

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 空堀川整備工事(その74)に伴う支障物件移設工事費 12,577,802

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 空堀川整備工事(その202)に伴う支障物件移設工事費 9,832,404

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 空堀川整備工事（その７４）に伴う支障物件移設工事費 2,465,648

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 公共汚水桝の移設工事費の支出 346,090

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 公共汚水桝の移設工事費の支出 96,147

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 郵便切手の購入について 60,150

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 596,689

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 残堀川調節池内植栽管理委託 1,890,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29北北の２)街路灯改修 7,658,120

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 舗装構造調査委託･道路交通振動実態調査委託29北北の1 4,838,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業用地整備工事(29北北-北北建管内)その２ 6,800,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 柳瀬川防災工事に伴う詳細設計(その２-２)(緊急施行) 8,748,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路擁壁詳細修正設計(29街－国分寺３・２・８） 4,800,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 公有財産購入費 土地買収費　立川3・4・25ほか 42,252,230

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設調査委託(集水桝調査)緊急施行 4,104,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（管理課）（単価契約） 7,019

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（管理課）（単価契約） 7,019

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（小平工区・立川工区用） 992

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（小平工区・立川工区用） 1,983

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（小平工区・立川工区用） 1,984

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約（単価契約） 4,868

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約（単価契約） 9,735

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約（単価契約） 9,736

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約（単価契約） 4,868

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29北北の２０) 51,700,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 29,784,127

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 車両移動用ジャッキほか１点の購入 231,120

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 車両移動用ジャッキほか１点の購入 19,440
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 片袖机ほか2点の購入 278,748

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支出（新設街路灯、仮設街路灯） 486

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 30,296,945

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,594

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,633

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 34,654

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,692

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,685

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,825

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 43,171

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料(追加補償契約)立川3・2・4（第3工区） 689,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　立川3・2・4新青梅街道線（第3工区） 40,774,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 用地測量(29街-東村山３・４・１５の１) 11,232,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち排水管設置工事(国分寺3・2・8) 40,500,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路詳細設計(29北北の２) 1,149,120

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路交通網補足検討委託（29街-立川3・1・34） 3,240,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 空堀川整備工事（その７２）に伴う支障物件移設工事費 51,933,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の継続支出について 10,803

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 図書の購入（追録） 12,740

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書の購入（追録） 153,772

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 物件調査委託　用地－Ｊ（単価契約） 474,318

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 芝山排水場ほか３箇所保守委託 103,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 奈良橋川整備工事に伴う河川環境調査委託（その８） 1,004,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 柳瀬川整備工事に伴う河川環境調査委託（その１２） 2,667,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　主要地方道東京所沢線第４号 503,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収費　一般都道第162号線三ツ木八王子線 3,052,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 残地補償料　一般都道第162号線三ツ木八王子線 505,700

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 公有財産購入費 土地買収費　主第４号 1,492,960

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 電子コピー及びカラーコピーの作成 76,204

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託 立川3・2・4新青梅街道線（第2工区） 43,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託　立川3・2・4新青梅街道線（第2工区） 39,116

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託 立川3・2・4新青梅街道線（第2工区） 43,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計及び橋梁概略検討(28東村山3･4･15の1 8,784,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 柳瀬川整備工事(その２２)に伴う詳細設計 9,500,000
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計及び橋梁概略検討(28東村山3･4･15の1 2,445,120

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29北北の１６) 18,978,880

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹剪定委託（29北北の1） 6,966,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹剪定委託（29北北の2） 5,940,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝整備に伴う道路復旧工事(29東久留米市中央 61,300,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補足測量調査(29街-国分寺３・２・８) 1,200,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 14,575,035

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 1,244,386

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 14,575,035

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 公有財産購入費 土地買収費　小平3・2・8及び国分寺3・2・8 1,244,386

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 神田川善福寺川取水施設流量観測調査委託 4,179,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川流量観測調査委託 4,449,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 JIS（日本工業規格）の追録の購入 127,857

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,497

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 平成29年度水道使用料の支出（戸田橋実験場）1・2月分 3,066

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡 8,130

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡 16,958

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

負担金補助及交付
金

派遣研修「政策研究大学院大学」入学料の支出 282,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,446

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,399

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,323

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,266

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,189

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託 46,440

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ(再リース） 9,558

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度自家用電気工作物保安管理業務委託 14,040

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医業務委任報酬の継続払 54,004

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

使用料及賃借料 地盤情報システム用機器等の借入れに係る継続支払 570,866

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 4,050

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 遮熱性舗装及び保水性舗装の性能追跡調査委託 4,968,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 29年度「東京橋と土木展」展示物作成及び会場設営委託 5,151,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 電話使用料（センターLAN/OCN　光）1月分 5,888

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度Web-GISサーバ等保守委託 95,040

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度センター外１カ所警備委託 45,360
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建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 試験機等撤去委託 96,498

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 試験機等撤去委託 58,698

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ETCによる庁有車の有料道路通行料の支出（1月分） 34,920

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度土木技術支援人材育成センター建物管理委託 195,858

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 遮熱性舗装路面のすべり抵抗等測定委託 5,108,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 二層式低騒音舗装の転がり抵抗調査委託 5,972,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 スベリ抵抗器用ゴムスライダー購入代金 47,520

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川護岸工事による振動騒音と地盤変形対策に対する 6,048,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度地質調査報告書資料整理委託 1,530,360

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度サーバホスティング委託 128,628

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 小金井観測所建物構造調査委託 673,380

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度工事監督補助業務認定資料作成委託 594,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

工事請負費 東村山観測所電気設備補修工事 108,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 車庫棟の排水側溝修繕 291,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(2月分） 47,988

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

負担金補助及交付
金

派遣研修「第641回建設技術講習会」受講費の支出 24,800

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 庁舎外１か所敷地内樹木等維持管理委託 1,458,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 遠隔測定装置の購入（その１） 2,999,160

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 路面段差と道路交通振動の関連検討調査委託 7,560,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 中温化混合物の品質確認試験委託 2,354,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 水位計外１点の購入 993,060

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,477

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,009

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,799

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,817

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,626

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,293

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,160

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,284

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,596

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,361

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 583,014

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,817
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建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,631

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,421

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,246

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 遮熱性舗装の気温への影響等に関する調査委託 7,538,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度地盤情報システム機能改善委託 2,980,962

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 二層式低騒音舗装破損調査委託 3,045,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 二層式低騒音舗装耐摩耗性調査委託 8,100,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 図書「道路橋示方書他１冊」購入代金 24,105

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 観測所構内草刈管理委託 1,074,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 トンネル内舗装におけるすべり抵抗測定調査委託 6,210,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費(2月分)の支出 85,881

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費(2月分)の支出 770

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費(2月分)の支出 9,396

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内等旅費(2月分)の支出 28,248

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 野川善福寺川入間川流量観測調査委託 4,136,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 中小河川流域の地下水位等観測調査委託 7,302,960

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 地盤沈下自記測定器外１点の購入 2,602,800

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 遠隔測定装置の購入（その２） 2,999,160

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 水位計の購入 2,426,760

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 派遣研修「公共調達・公共工事と会計検査講習会」 12,900

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

負担金補助及交付
金

派遣研修「公共調達・公共工事と会計検査講習会」 18,100

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 ３月分  公共料金支払 105,552

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,097

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 56,082

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 347,753

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,390

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 再生骨材Ｍを使用したコンクリート二次製品の品質評価 6,966,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 柳瀬川空堀川流量観測調査委託（その２） 4,536,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 平成29年度大規模河川構造物の長期変状調査委託 3,434,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 庁舎３階新設スペース内装工事 290,520

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 廃溶剤撤去委託 27,270

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 会議用テーブル外の購入 198,720

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 会議用テーブル外の購入 136,080
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建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（2月分） 7,463

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 雑誌　日本建築学会構造系論文集ほか2点の買入れ 20,400

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 共同研究契約の締結 1,965,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 三宅島火山水準測量 10,620,000

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 平成29年度地質柱状図データ整備（その２）委託 1,155,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

備品購入費 プロジェクターの購入 385,560

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 電話回線名義変更手数料の支出（戸田橋実験場） 864

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 派遣研修「土木学会第62回水工学講演会」テキスト代 5,900

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 補償補填及賠償金 青山霊園再生事業に伴う墓所移転補償契約(前払金) 1,049,616

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 収入印紙の購入（資金前渡及び精算） 330,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 郵便切手等の購入（資金前渡及び精算） 82,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（１月分） 17,680

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 報償費 旧浜離宮庭園及び旧芝離宮庭園の保存・復元に関する分 162,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 東部公園管内未開園地草刈その他委託(単契)(第８回) 290,422

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 都立公園便所改築工事に伴う工事完了通知手数料 11,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 49,680

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 648

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 77,925

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 77,182

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 4,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,469

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 夢の島公園公園口改修実施設計 18,922,680

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 夢の島公園ｱｰﾁｪﾘｰ会場盛土補足設計(完了金) 4,437,160

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 雑司ヶ谷霊園納骨堂改修実施設計(完了金) 8,048,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 補償補填及賠償金 谷中霊園再生事業に伴う墓所移転補償契約(残額金) 306,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 役務費 多摩動物園公園シマウマ、オリックス舎、キリン舎擁壁 55,300

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 29建物等調査委託(上板橋公園)(単価契約)(完了金) 5,348,860

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に伴う経費の支出について（３月分） 3,525

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 有料道路利用に伴う経費の支出(３月分） 4,280

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 958

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,513

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ETCによる有料道路通行料金の後納払（１月分） 73,950

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地売買契約(芝公園) 5,340,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 433,398
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園特別警備等業務委託(２月分) 194,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 戸山公園内夜間巡回警備業務委託(２月分) 760,536

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(篠崎公園)(前払金) 86,176,556

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 報償費 小石川後楽園唐門復元専門部会委員への謝礼金 92,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 報償費 芝公園園地改修工事（その２）における石組みに関する 46,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 上野恩賜公園桜花期仮設物設営保守委託に伴う仮設建築 12,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 水元公園苗圃保護管理委託(単価契約)(第６回) 787,801

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,213

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 120,136

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第五福竜丸展示館展示業務委託(２月分) 1,844,581

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ会場整備事務所警備委託(２月分) 8,164

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園内夜間巡回警備業務委託(２月分) 1,084,708

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ﾌｧｸｼﾐﾘの賃借(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ会場整備事務所分)2月 4,104

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 多摩動物公園熱川採草地現地測量(29) 9,504,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 代々木公園施設測量(29) 2,894,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 蘆花恒春園土壌調査委託（29-2） 1,252,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 瑞江葬儀所火葬炉改修工事 26,136,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 東部公園緑地事務所ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備保守委託(２月分) 52,920

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 舎人公園陸上競技場改修工事(前払金) 32,200,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 舎人公園陸上競技場改修工事(前払金) 3,000,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園東園無料休憩所新築工事(前払金) 1,121,399

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園東園無料休憩所新築工事(前払金) 127,578,601

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 29建物等調査委託(和田堀公園その3)(単契)(完了金) 7,011,277

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園樹木診断委託その３(単価契約)(第１回） 1,854,360

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 151,871

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(２月分) 7,776

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(２月分) 7,776

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園土壌調査委託その４ 953,186

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 役務費 多摩動物公園アフリカ園無料休憩所新築工事に伴う完了 50,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ(再リース)(２月分) 9,558

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 雑誌(公園緑地ほか1点)の購入(概算契約)(２月分) 6,534

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 雑誌(時刻表ほか27点)の購入(概算契約)(２月分) 65,368

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 尾久の原公園の電気使用料の支出について(２月分) 4,825
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費
負担金補助及交付
金

日比谷公会堂水道使用料の支出について(２月分) 9,233

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 報償費 産業医活動報酬(２月分) 63,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 役務費 多摩動物公園アフリカ園無料休憩所昇降機設備工事に伴 13,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 都立公園便所改築工事に伴う工事完了通知手数料 1,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園野外ステージ清掃委託(２月分) 93,536

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 補償補填及賠償金 青山霊園再生事業に伴う墓所移転補償契約 256,916

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(AO対応機)(単契)(２月分) 18,252

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園巡回美化清掃委託(単価契約)(第１０回) 267,840

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,340,062

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 420,240

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 450,299

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,329

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 役務費 上野動物園仮設表門整備工事（その２）工事完了通知手 23,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,025

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 日比谷公会堂建物清掃委託(２月分) 84,430

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 東部公園緑地事務所庁舎警備委託(２月分) 26,676

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園便所等清掃委託(２月分) 1,073,832

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園施設等点検作業委託(２月分) 1,305,752

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園園路広場その他清掃委託(２月分) 922,896

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 代々木公園内夜間巡回警備業務委託(２月分) 910,224

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園園内巡回警備等業務委託(２月分) 598,320

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園ﾊﾟﾝﾀﾞｿﾞｰﾝ走禽舎ほか改修工事(完了金) 15,116,280

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 日比谷公園園地改修補足設計 874,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 返還墓所改葬工事に伴う補助業務委託(その２)(２月分) 1,159,068

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 舎人公園管理所空調設備その他改修工事(完了金) 12,185,580

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 舎人公園管理所空調設備その他改修工事(完了金) 1,674,380

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 補償補填及賠償金 谷中霊園再生事業に伴う墓所移転補償契約(残額金) 305,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立庭園現況測量(完了金) 1,756,080

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 高井戸公園埋蔵文化財試掘調査委託 17,260,830

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園便所特別清掃委託 1,944,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 青山霊園実施設計 1,004,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 中川公園建物改築設計 663,120

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 上野恩賜公園公園口建築物基本設計 216,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 23,936,802
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 石神井公園便所改築工事に伴う工事完了通知手数料 12,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)その２(２月分) 25,637

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)(工事課分室分)２月分 13,044

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単契)(事務所分)(２月分) 45,997

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 上野恩賜公園一般廃棄物処理委託(その3)(単契)２月分 127,503

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園一般廃棄物処理委託(その3)(単契)２月分 212,505

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 上野恩賜公園資源廃棄物処理委託(単価契約)(２月分) 120,330

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園資源廃棄物処理委託(単価契約)(２月分) 59,670

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単契)(ｵﾘ･ﾊﾟﾗ事務所分)２月分 31,747

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 日比谷公会堂建物等警備委託(２月分) 82,863

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 日比谷公園園地改修実施設計(完了金) 13,640,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園ｺﾞﾘﾗ・ﾄﾗの住む森消防設備改修工事 7,323,480

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 向島百花園便所改修基本設計 2,970,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 潮風公園施設改修工事(前払金) 11,700,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 半纏ほか１点の購入 195,264

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 提灯ほか１点の購入 222,480

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 行為許可申請書の印刷 69,984

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地売買契約(篠崎公園) 198,796,272

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 19,824,465

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 胸部レントゲン検査の実施について（資金前渡） 18,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 528

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 79,597

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園噴水設備保守委託(２月分) 42,120

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ会場整備事務所清掃委託(２月分) 58,611

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 東部公園緑地事務所庁舎清掃委託(２月分) 132,930

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 旧岩崎邸庭園芝庭等一部実施設計 5,292,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 旧岩崎邸庭園工事報告書作成委託 2,667,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立庭園施設修正設計(完了金) 2,105,200

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 代々木公園防災公園整備基本・実施設計(完了金) 4,464,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園照明設備改修実施設計 2,808,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園施設修復基礎調査(完了金) 2,148,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 多摩動物公園ｱｼﾞｱｿﾞｳ展示施設整備工事実施設計 完了金 3,800,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 水元公園噴水改修実施設計(完了金) 4,912,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 高井戸公園事業用地草刈その他委託 9,208,080
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園施設修正実施設計（その２） 1,782,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園高木剪定委託 3,828,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 日比谷公会堂改修計画検討調査(29)(完了金) 6,364,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 和田堀公園園地整備基本設計 874,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 赤塚公園地質調査 1,193,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 22,268,218

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 インクカートリッジほか２５点の購入 266,756

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,485

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 101,267

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,126

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 補償補填及賠償金 谷中霊園再生事業に伴う墓所移転補償契約 2,943,524

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 29建物等調査委託(和田堀公園その２)(単契)(完了金) 5,877,040

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 青山霊園ほか４霊園返還墓所改葬工事(単契)(第９回) 17,125,646

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 387,037

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 葛西臨海水族園照明設備改修実施設計(完了金) 2,028,520

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 代々木公園便所改築実施設計(11号･12号･13号)(完了金) 5,700,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 不忍池（ボート池）浄化設備改修工事 5,173,200

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 葛西臨海水族園水処理設備改修工事(その2)(完了金) 15,483,160

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 熱川採草地土留め設置その他工事 8,041,680

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 八柱霊園現況測量 1,252,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ会場管理棟新築工事に伴う給排水衛生設備工 9,700,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ会場管理棟新築工事に伴うｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事 前金 12,000,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地売買契約(和田堀公園) 85,674,267

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地売買契約(和田堀公園) 64,092,930

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 葛西臨海水族園劣化診断調査及び保全計画等検討 13,824,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 多摩動物公園ﾗｲｵﾝﾊﾞｽ発着所給排水衛生設備工事(前金) 13,100,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 ＬＥＤライトほか１件の購入 1,328,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(上板橋公園)(前払金) 27,908,983

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 14,211,145

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 25,738,522

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 26,957,067

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 東部公園管内樹木管理その他委託(その2)(単価) 第５回 754,920

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 東部公園管内樹木管理その他委託(その2)(単価) 第５回 770,796

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 東部公園管内電気設備補修工事(単契)その２(第１回) 526,467
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 意見書作成委託（篠崎公園・上篠崎） 125,516

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 ｵﾘ･ﾊﾟﾗ会場整備事務所廃棄物処理委託(単契)(２月分) 2,549

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 ｵﾘ･ﾊﾟﾗ会場整備事務所廃棄物処理委託(単契)(２月分) 2,246

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 99,495

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 745

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,202,486

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 8,409

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 23,653

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 40,432

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 148,985

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 394,546

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 65,782

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 61,237

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（2月分）の支出について 71,787

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 多摩動物公園ｼﾏｳﾏ・ｵﾘｯｸｽ舎改築実施設計(完了金) 11,284,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園病院脇井戸改修工事(完了金) 44,378,880

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園施設改修修正設計(その２)(完了金) 3,120,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 高井戸公園修正設計(完了金) 2,116,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 葛西臨海公園照明設備改修工事(その2)(完了金) 16,989,520

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 六義園施設改修基本設計(完了金) 3,767,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 用地管理柵設置その他工事(単価契約)その２(第３回) 5,613,778

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（２月分） 44,605

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 都立公園施設修正実施設計（その２）計画通知手数料 9,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 ごみ処理券（江東区）の購入 17,100

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 上野公園ほか13箇所産業廃棄物収集運搬処分委託(２月) 114,030

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野公園ほか13箇所産業廃棄物収集運搬処分委託(２月) 228,060

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 上野公園内自家用電気工作物保安管理業務委託11～2月 103,572

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野公園内自家用電気工作物保安管理業務委託11～2月 222,696

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 日比谷公会堂施設管理業務委託(２月分) 1,002,726

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 赤塚公園建物改築工事(中間前払金) 39,984,420

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 赤塚公園建物改築工事(中間前払金) 18,115,580

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 向島百花園施設実施設計 3,855,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 戸山公園防災公園整備実施設計 3,456,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 日比谷公園防災実施設計 3,456,000
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 亀戸中央公園防災公園実施設計 3,758,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立庭園便所改修実施設計 2,970,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 浜離宮恩賜庭園便所改修基本・実施設計(完了金) 510,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 浜離宮恩賜庭園便所改修基本・実施設計(完了金) 2,480,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 葛西臨海水族園外構改修実施設計(完了金) 1,643,600

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 葛西臨海水族園ほか7か所低濃度PCB廃棄物その他処分委 871,387

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 旧古河庭園施設測量(29)(完了金) 1,870,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 青山葬儀所改修基本計画検討 3,834,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野恩賜公園不忍池蓮刈委託 6,156,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 代々木公園Ａ地区一部雨水対策調査委託 2,138,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 石神井公園園路改修基本設計(完了金) 1,560,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 都立動物園ﾍﾞﾝﾁ設置工事 442,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 29積算委託(和田堀公園) 734,400

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(篠崎公園)(前払金) 676,576

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 八柱霊園ほか４霊園無縁墳墓改葬工事(単契)(第２回) 20,392,560

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(和田堀公園)(前払金) 17,319,318

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 用地管理柵設置その他工事(単価契約)その３(第２回) 4,707,158

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（七生公園） 6,724,756

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（野山北・六道山公園）） 15,358,818

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払い（1月分） 1,300

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 追録購入　11 34,684

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（六仙公園） 75,429,120

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について(平成30年2月確認分) 8,888

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支給について(平成30年2月確認分) 776

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について(平成30年2月確認分) 86,617

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について(平成30年2月確認分) 1,712

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 430,567

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園運動施設管理運営業務委託 1,041,805

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 大戸緑地一部用地測量（29） 11,880,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 長沼公園法面改修計画検討（29） 1,676,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 多磨霊園ほか２霊園無縁墳墓改葬工事 5,214,942

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る光熱水費の継続支払について 39,657

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（3月分） 33,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（3月分） 4,000
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建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（3月分） 29,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 玉川上水緑道防護柵改修工事 31,672,440

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 玉川上水緑道防護柵改修工事 12,286,800

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償代金（東伏見公園） 333,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 神代植物公園樹木安全対策工事 7,000,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,252,101

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園案内所外１か所清掃委託 134,600

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園本園外1か所清掃委託 334,231

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 西部公園緑地事務所自家用電気工作物保安業務委託 17,604

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 井の頭恩賜公園放置自転車移動委託 226,800

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 8,964

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 8,964

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 スキャナ機能付き複合機の借入れ（再リース） 9,558

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 ＥＴＣスルーカード利用料金の支払い 22,770

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園廃棄物収集運搬及び処理委託（単契） 15,750

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 井の頭恩賜公園廃棄物収集運搬及び処理委託（単契） 38,826

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 井の頭恩賜公園資源ごみ収集運搬及び処理委託（単契） 21,600

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園資源ごみ収集運搬及び処理委託（単契） 17,712

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）に係る光熱水費の継続支払 29,423

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 公課費 自動車の車検に要する資金前渡及び精算について 16,400

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 自動車の車検に要する資金前渡及び精算について 17,350

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園競技場清掃委託 198,547

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園西園外1か所清掃委託 423,352

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 東京都西部公園緑地事務所庁舎清掃委託 234,777

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償代金（神代公園） 134,634,858

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 報償費 産業医の報償費の支出 54,004

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 西部公園緑地事務所庁舎ゴミ処理業務委託（単価契約） 18,189

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 西部公園緑地事務所庁舎ゴミ処理業務委託（単価契約） 7,697

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約） 30,156

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 図面の複写サービス（単価契約） 19,205

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 平成29年度庶務担当事務に関する労働派遣契約(単契) 209,857

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園パークガード業務委託 774,144

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について 88,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園不燃廃棄物処分委託（単契） 21,600
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建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園本園１号便所清掃委託 148,420

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園西園便所清掃委託 303,320

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園本園便所清掃委託 531,336

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 井の頭恩賜公園弁天橋架け換え地質調査 4,182,960

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 中藤公園現況測量（29） 2,340,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 神代植物公園地質調査 3,235,680

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 井の頭恩賜公園西園園地整備工事 27,785,800

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 井の頭恩賜公園西園園地整備工事 7,814,200

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 納付書兼納入済通知書の印刷 49,896

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 需用費 一般需用費 納付書兼納入済通知書の印刷 32,076

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 西部公園緑地事務所庁舎不燃ｺﾞﾐ処理業務委託（単契） 1,620

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 西部公園緑地事務所庁舎不燃ｺﾞﾐ処理業務委託（単契） 3,240

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 廃棄文書等収集運搬処分委託（単価契約） 60,458

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 廃棄文書等収集運搬処分委託（単価契約） 67,176

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 秋留台公園防災公園整備工事（Ｈ29） 13,000,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 東村山中央公園ほか1公園防災公園整備工事（H29) 1,800,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（神代公園） 368,460,855

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園案内応接等業務委託 798,517

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,266

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 43,988

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 188,671

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,916

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 182,867

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,938

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 102,640

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,705

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 191,581

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について(平成30年3月確認分) 8,608

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について(平成30年3月確認分) 135,463

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園運動施設管理運営業務委託 1,041,805

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 委託料 庁舎警備委託 17,820

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 狭山公園便所新築基本設計（29） 669,600

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 中藤公園一部用地測量（29） 3,003,480

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償代金（神代公園） 1,713,000
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建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 井の頭恩賜公園西園園地整備工事（その2） 23,599,020

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 井の頭恩賜公園西園園地整備工事（その2） 1,500,980

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（野山北・六道山公園） 5,780,165

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 土地買収代金（大戸緑地） 479,407

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 プリンターの修繕　その2 55,404

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,747

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,337

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 東伏見公園便所新築実施設計 2,382,480

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 中藤公園整備工事 9,219,501

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 中藤公園整備工事 746,523

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 小平霊園排水施設及び園路整備工事(29-2) 12,763,988

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 小平霊園排水施設及び園路整備工事(29-2) 10,108,852

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 中藤公園地質調査（29） 2,721,480

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園ほか便所特別清掃委託 1,821,204

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 井の頭恩賜公園施設検討委託 3,628,800

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 長沼公園更衣棟新築基本設計（29） 600,280

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ用ﾄﾅｰ及びﾄﾞﾗﾑﾕﾆｯﾄの購入　その2 295,920

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払い（2月分） 16,913

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入　その3 290,304

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 書籍（街の達人全東京便利情報地図　外3点）の購入 38,286

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 追録購入　12 55,556

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）(１月分) 16,416

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）(１月分) 4,536

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 画像伝送システム端末(水門管理ｾﾝﾀｰ)の借入れ(１月分) 157,680

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 台帳用端末機器類等の借入れ（長期継続契約）(１月分) 14,904

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門等施設機械警備委託（１月分） 108,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話 (1月分) 10,804

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門・排水機場等施設管理業務委託(その２)（1月分） 307,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 綾瀬川耐震補強詳細設計(その３)（完了払） 8,046,012

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 北十間川護岸整備に伴う付帯施設整備工事（前払金） 5,100,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 河川堤防の耐震対策実施マニュアル(案)の印刷 289,980

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川ﾃﾗｽ(月島川水門部)連続化橋梁補足設計(前払金) 700,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（1月分） 43,958

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（1月分） 24,888
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建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(長期)(水門)1月 11,969

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(1月分) 24,292

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(複合機)(単価契約)1月分 83,643

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー)に関する契約(単価契約)(1月分) 5,594

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 19,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 68,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 4,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 20,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 源森川水門直流電源設備改修工事 9,198,360

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 日本橋水門耐震対策補足設計（前払金） 700,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 扇橋閘門管理棟耐震･耐水対策工事その他管理業務/前払 2,500,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 今井水門耐震対策補足設計（その２）（前払金） 2,000,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,648

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 62,328

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 201,064

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 報償費 産業医の選任等に関する協定に基づく報償費（２月分） 63,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 今井水門管理棟耐震･耐水対策工事に伴う準備工事(2) 2,530,343

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 内川排水機場2号主エンジン冷却水配管修繕 263,520

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度 自転車の点検整備及び修繕(単価契約) 45,360

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 平成29年度 自転車の点検整備及び修繕(単価契約) 6,156

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 395,112

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 扇橋閘門管理棟耐震耐水工事に伴う空調換気設備工事 10,500,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 扇橋閘門管理棟耐震耐水工事に伴う給排水衛生設備工事 11,600,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川水質調査委託 572,400

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の精算及び追給について（2/22～2/23） 3,180

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,647

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 綾瀬川耐震補強詳細設計（その４）（完了払） 8,781,560

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 小名木川排水機場外１か所場内整備詳細設計（完了払） 7,268,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川護岸耐震詳細設計(その20)補足設計 2,754,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 扇橋閘門管理棟耐震･耐水対策工事に伴う電気設備工事 13,200,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 扇橋閘門管理棟耐震耐水対策工事に伴う昇降機設備工事 10,200,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費
負担金補助及交付
金

負担金の支出について(監視設備用通信回線の新設） 59,400

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金(扇橋閘門)　2月分 2,702

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 事業予定地等維持工事(単価契約） 4,991,824
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建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 千住汐入大橋下流左岸防潮堤詳細設計2及び修景設計 3,391,200

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 佃大橋上下流右岸防潮堤耐震補強工事家屋事後調査委託 1,468,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 越中島川（付帯施設）調査測量（完了払） 3,352,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 亀島川水門付帯施設撤去詳細設計（完了払） 7,995,760

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 木下川排水機場耐震対策補足設計（前払金） 3,200,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 500,113

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 役務費 仮使用認定申請書手数料（小名木川排水機場） 126,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 役務費 江東区建築基準法施行細則に基づく工事完了通知書 9,600

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 130,139

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 753,902

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,874

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,083,280

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 潮位曲線作成委託 712,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 112,180

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,900

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 仙台堀川護岸耐震対策詳細設計（その４）（完了払） 6,320,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 平久川護岸耐震対策詳細設計（その２）（完了払） 7,940,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川護岸耐震対策基本設計 18,997,200

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川防潮堤耐震補強工事（203）に伴う家屋事後調査 3,533,760

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 新中川護岸耐震補強工事(3)に伴う家屋事後調査委託 2,280,960

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川(両国地区)築堤設計(その２) 4,696,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 尾竹橋上下流右岸修景設計２補足設計及び橋梁詳細設計 13,632,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 小名木川耐震補足設計及び係留船保管施設整備補足設計 2,124,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 横網地区調査測量2及び今戸橋場地区調査測量3 4,244,400

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 千住大橋上下流右岸防潮堤耐震対策詳細設計補足設計 2,538,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 隅田川(橋場一丁目地区)築堤工事その２ 90,700,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 内川水門BCD増設ユニット出力基板修繕 210,600

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 補償補填及賠償金 電気工作物移設工事の補償金の支出について 1,592,429

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,136

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）(2月分) 16,416

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（長期継続契約）(2月分) 4,536
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建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 画像伝送システム端末(水門管理ｾﾝﾀｰ)の借入れ(2月分) 157,680

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 台帳用端末機器類等の借入れ（長期継続契約）(2月分） 14,904

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門等施設機械警備委託（２月分） 108,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 旧江戸川築堤設計その２ 291,600

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 補償補填及賠償金 竪川水門管理棟耐震耐水対策工事(2)に伴う支持点変更 4,803,734

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（2月分） 54,065

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（2月分） 20,390

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 複写サービス(カラー)に関する契約(単価契約)(2月分) 11,931

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約 11,880

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 30,662

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(複合機)(単価契約)(2月分) 92,114

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話 (2月分) 10,803

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 電話料金(専用回線)　2月分 167,596

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,431

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,934

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,485

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 198,443

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 304,293

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,463

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門・排水機場等施設管理業務委託(その２) 307,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川護岸耐震詳細設計（その21） 7,344,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 強震観測機器等更新に伴う詳細設計(小名木川排水機場) 3,996,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 隅田川（神谷三丁目地区）築堤工事（その２－３） 150,166,440

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 竪川水門管理棟耐震･耐水対策工事2に伴う発電設備工事 45,862,200

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川(蔵前橋下流)左岸防潮堤耐震対策補足設計 3,888,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 両国橋上下流右岸防潮堤耐震工事に伴う家屋事後調査 988,200

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 横十間川低水路整備工事(10)に伴う家屋事後調査委託 864,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 旧江戸川(妙見島)防潮堤耐震対策詳細設計補足設計 2,754,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入[長期継続契約](2月分) 5,130

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 両国橋上下流右岸防潮堤耐震工事に伴う家屋事後調査 162,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 豊島四丁目地区築堤2補足及び防潮堤詳細設計補足設計 1,944,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 追録「地方公共団体　契約実務の要点」の購入 8,400

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）の支出について 159,274

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）の支出について 44,326
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建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（２月分）の支出について 12,813

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費（２月分）の支出について 7,376

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 大横川護岸耐震対策詳細設計(その４)（完了払） 8,215,640

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川照明施設整備設計（その２）補足設計 1,956,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 佃大橋上下流左岸防潮堤耐震工事に伴う家屋事後調査 4,546,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川(西新小岩地区)基本設計(6)補足設計(3)（完了払） 2,062,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川(千住桜木一丁目地区)築堤工事(2)家屋復旧調査2 1,137,240

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 小名木川排水機場耐震補強工事に伴うｹﾞｰﾄ設備工事 73,010,800

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,149

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,437

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 新小名木川水門周辺整備補足設計 24,851,880

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 亀島川水門取付防潮堤耐震対策詳細設計 13,480,560

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 堅川護岸設計（その１０）（完了払） 4,597,040

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川スロープ整備設計（その３） 2,862,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 横十間川護岸整備設計（その３） 6,480,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川(三河島地区)修景設計（完了払） 5,144,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 中川(高砂橋下流)地質調査 18,239,040

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川(橋場一丁目地区)被覆修景設計（完了払） 3,514,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 越中島川地質調査（その２） 7,037,280

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 新川排水機場取付防潮堤耐震対策補足設計 1,112,400

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 隅田川ﾃﾗｽ(月島川水門部)連続化橋梁補足設計(完了払) 1,676,000

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 報償費 季節調整研修会の実施に伴う講師謝金の支払 62,853

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出(3月分・一需） 120,934

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 委託料 平成29年度東京の企業倒産情報の集計加工委託 280,152

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 委託料 江戸東京きらりプロジェクト推進委員会のネット中継 177,120

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 報償費 江戸東京きらりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進委員会に係る謝金の支出 62,820

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 委託料 「平成29年度統計の再編加工」の委託 291,459

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 報償費 景気動向指数の理論指導に係る講師謝礼（1～３月） 55,962

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 委託料 平成29年度政策調査　都内創業50年目以上企業実態調査 7,344,000

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借 8,100

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借 9,558

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借 6,210

産業労働局 総務部 企画計理課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 産業政策費 役務費 江戸東京きらりプロジェクト推進委員会速記支出 17,064

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリ（再リース）賃借料の支出 74,805
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産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 文書ｻｰﾊﾞ用ハードウェア及びソフトウェア賃借料の支出 718,254

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 169,849

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 作業着(ソフト型)上衣外 男 外5点の購入 71,658

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の準備 5,717

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃借料の支出について 8,100

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ボックスの借入れの支出について 8,424

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃借料の支出について（長期継続契約） 6,210

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書事務）の支出について（2月分） 265,886

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について（2月分) 152,686

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

工事請負費 都立城東職業能力開発センター江戸川校(29)電話設備 4,494,636

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)に伴う支出(２月分) 177,020

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 インターネット回線の通信料の支出（2月分） 6,912

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 委託料 産業労働局ホームページの運営・管理等の支出(2月分) 212,399

産業労働局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 288,943

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 73,507

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度「クレーム対応研修」の実施経費の支出 129,600

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費・3月） 23,760

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の旅費の支出について(平成３０年２月分　紙処理) 6,772

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29自己啓発支援金（資格取得・通信教育講座）交付① 192,002

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 65,375

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度「マネジメント科」の実施に伴う経費の支出 162,320

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 平成29年度管理者研修「マネジメント科」手話通訳 27,000

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンターの賃借料の支出について（2月分） 8,100

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 コピー機及びプリンタの借入れ（２月分） 107,784

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 59,720

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 役務費 自動車任意保険契約に伴う継続支払 67,890

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の旅費の支出について(平成30年2月分　紙処理) 974

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29自己啓発支援金（資格取得・通信教育講座）交付② 56,245

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年2月旅行分システム旅費) 142,306

産業労働局 総務部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年2月旅行分システム旅費) 1,524

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度技能照査学科試験集計委託(複数単価契約) 234,087

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 型枠支保工の組立等に関する作業主任者技能講習の委託 165,750

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 1,069

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 69,967
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産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 76,348

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 45,282

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 41,881

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年1月旅行分） 29,493

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 旧城東職業能力開発センター(29)土壌改良工事実施設計 1,454,411

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪｽﾀ東京2018 一時保育業務委託 274,320

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平成30年4月生入校選考問題の印刷 204,498

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 職業能力開発ｾﾝﾀｰ車内広告用PRﾎﾟｽﾀｰ(4月追加募集)印刷 97,362

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ポスターの印刷 207,068

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ポスターの印刷 239,090

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ポスターの印刷 51,840

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 確定払いの旅費の支出（平成30月1月 紙決済分） 44,126

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 東京都優秀技能者知事賞(東京ﾏｲｽﾀｰ)チラシの印刷 237,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（就業促進費３月） 8,274

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(労政費/調整課/役務)3月 9,720

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 昇降機保守点検業務委託料の支出(新宿合同庁舎)2月 2,229

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平成30年4月入校生追加募集リーフレット外2件の印刷 585,667

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 中小企業職業訓練助成制度　リーフレット外１点の印刷 298,080

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 認定職業訓練事務手引　外1件の印刷 179,280

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出(能開費・一般需用費・3月分) 43,048

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の前渡（能力開発費・3月分） 17,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度受理求人票調査に係る集計分析委託 183,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(単価・部２・長期） 22,680

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 求人情報サイトへのバナー広告掲載 298,080

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの貸借及び保守管理に係る支出 63,210

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 平成29年度「とうきょうの労働」の印刷（２月号） 184,464

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度「とうきょうの労働」の印刷（２月号） 10,800

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 雇用就業部ファイルサーバの借入れに関する契約の支出 60,588

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 生徒情報システムサーバの借入に関する契約の支出 61,452

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 中央城北職業能力開発センター外６箇所の庁舎警備委託 248,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 多摩職業能力開発センター外３箇所の庁舎警備委託支出 119,664

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 マシニングセンタの買入れ（その２） 24,580,800

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

需用費 一般需用費 マシニングセンタの買入れ（その２） 1,285,200

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 車内動画広告の掲載(能開ｾﾝﾀｰ平成30年4月入校生募集) 2,532,600
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産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 職業能力開発ｾﾝﾀｰ入校案内2018年版(追加募集用)の印刷 2,157,059

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キャリアアップガイド2018(暫定版及年間版)の作成 2,135,214

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 43,159

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 49,633

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 123,002

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度後納郵便料金　歌舞伎町分室(平成30年２月) 80,262

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について(平成30年2月) 70,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について(平成30年2月) 89,303

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について(平成30年2月) 60,907

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について(平成30年2月) 13,370

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出について(平成30年2月) 183,457

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(単価・部④・長期） 29,032

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 新宿合同庁舎における清掃業務委託（2月分） 140,670

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 育児・介護休業法等普及啓発資料(事業主向け)の印刷 207,360

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 育児・介護休業法等普及啓発資料(事業主向け)の印刷 32,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 筆耕委託（単価契約）の支出について 13,510

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(単価・3・2月) 23,556

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,543

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,708

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

役務費 PCB廃棄物特別登録に伴う特別登録料の支出について 8,216

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

役務費 PCB廃棄物特別登録に伴う特別登録料の支出について 2,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(単価・①・2月) 26,368

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 機械警備保安業務委託料の支出（新宿合同庁舎）2月 10,142

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 TOKYOはたらくネットのリニューアルの委託 9,790,200

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 都立職業能力開発センターホームページの改修の委託 1,836,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 自動体外式除細動器(AED)の買入れ 1,101,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 備品購入費 自動体外式除細動器(AED)の買入れ 275,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「就活必携・労働法」の作成 1,527,120

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「就活必携・労働法」の作成 163,620

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平成30年4月生追加入校選考問題の印刷 77,857

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 平成29年度「季刊家内労働」の発行（春号） 188,589

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度「季刊家内労働」の発行（春号） 13,500

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 中小企業従業員生活資金融資制度ﾎﾟｽﾀｰ 電車内広告掲出 916,920

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 育児・介護休業法普及啓発リーフレットの作成 993,600
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産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 自動体外式除細動器（AED）の購入 149,580

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 備品購入費 自動体外式除細動器（AED）の購入 149,580

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 平成30年度当初予算明細書の印刷 318,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 補償補填及賠償金 住民税納付に係る延滞金の支出について 150

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 機械設備保守及び執務環境衛生管理委託料の支出(2月) 11,843

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 29ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪｽﾀ東京2018開催に係る会場の賃貸借 3,728,485

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 旧城東センターにおける消火器引き取り委託 71,866

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 2,512

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 1,546

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 92,752

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 106,120

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 72,386

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 57,059

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 39,593

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 旅費 普通旅費 確定払いの旅費の支出（平成30月2月 紙決済分） 463

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 確定払いの旅費の支出（平成30月2月 紙決済分） 36,742

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約の支出(複数単価契約) 85,374

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 新聞広告の掲載（東京都中小企業職業訓練助成金） 205,200

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 新聞広告の掲載（東京都中小企業職業訓練助成金） 10,800

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「介護離職防止施策検討のための特別調査」業務委託 11,642,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 ﾃﾚﾜｰｸ体験ｺｰﾅｰ運営等業務委託(ﾗｲﾌ･ﾜｰｸ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪｽﾀ2018) 3,240,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 樹木の剪定（墨田公共職業安定所跡地） 106,920

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 平成30年度予算関係資料の印刷 328,320

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 庁舎警備委託に係る支出について 49,896

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月27） 17,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月28） 29,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月29） 28,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月31） 20,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月32） 33,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(1)） 30,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(3)） 23,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 役務費 NTTぷらら使用料の支出及び精算について 2,160

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 飯田橋分室電話交換機等の借入れ（長期継続契約） 33,415

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 29年度子育て・介護支援融資に係る業務委託料・1月分 49,600

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑰） 22,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 電気料金相当額の支出について(歌舞伎町分室・1月分) 83,641

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 備品使用料の支出(ﾗｲﾌ・ﾜｰｸ・ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪｽﾀ東京2018) 85,233

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月33） 35,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑥） 20,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑦） 24,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑨） 17,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑫） 18,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月21） 17,150,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月22） 19,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(4)） 18,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(5)） 31,000,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(21)） 15,300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(9)） 9,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払に係る前渡金の支出（0104・3月分） 3,317

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 少額支払に係る前渡金の支出（0104・3月分） 2,268

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 2,522

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスの支出 8,873

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 少額支払に係る前渡金の支出（0041・3月分） 49,053

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払に係る前渡金の支出（0041・3月分） 43,254

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 文書廃棄委託の支出及び精算について 48,837

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 53,620

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29年度中小企業従業員融資に係る保証料負担金・1月分 184,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑱） 18,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(6)） 31,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

労働環境課浅草分室電気料・水道料の支出（2月） 30,056

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(10)） 28,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(11)） 33,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(12)） 34,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(16)） 18,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(17)） 13,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(18)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(20)） 16,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月⑭） 18,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(23)） 18,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の支出（働き方・休み方改善セミナー） 8,350

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する契約の支出(歌舞伎町2月) 29,496

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 家内労働者有機溶剤健康診断の支出（２月） 10,778

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(2)） 28,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(8)） 33,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(13)） 30,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(25)） 18,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(26)） 13,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(1)） 21,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(2)） 17,300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(4)） 14,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（12月(30)） 20,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(19)） 11,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(22)） 20,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(24)） 14,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(7)） 17,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(14)） 16,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(3)） 12,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 投資及出資金 企業主導型保育施設設置促進事業の追加出えん金 32,517,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 委員謝礼の支払い(30LWB普及促進キャンペーン) 11,900

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月⑧） 15,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(11)） 15,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(18)） 14,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(6)） 13,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(20)） 21,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(22)） 35,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(24)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(29)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(30)） 19,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(32)） 20,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(33)） 16,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(51)） 11,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(52)） 22,850,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(54)） 18,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 謝礼金の支出（総合評価方式に係る第2回技術審査会） 28,600

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(7)） 14,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(9)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(10)） 19,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(12)） 15,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出(2月(13)） 21,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(15)） 18,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(16)） 18,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(17)） 17,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(28)） 17,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(19)） 15,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(5)） 17,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(25)） 19,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(27)） 16,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(21)） 35,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(23)） 36,750,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 委員謝礼金の支出（職場のメンタル対策検討会議） 104,800

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

建物賃貸借契約(K.I.S飯田橋)電気料金の支出(2月分) 173,633
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（1月(15)） 20,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(歌舞伎町分室2月分) 16,200

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 新宿合同庁舎における収集運搬・処理委託(2月分) 2,770

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 新宿合同庁舎における収集運搬・処理委託(2月分) 691

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(59)） 16,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(58)） 17,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(61)） 12,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 謝礼金の支出（テレワーク・技術審査会3月5日） 23,800

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 H29両立支援企業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ入力委託(単価契約)支出：2月 10,891

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(31)） 15,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(40)） 22,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(42)） 17,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(47)） 14,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(55)） 19,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(56)） 17,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(57)） 20,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 謝礼金の支出（コンサルティング・技術審査会3月9日） 23,800

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度文書等交換に係る搬送便業務委託に係る支出 76,032

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度飯田橋分室電話料金の支払（2月分） 14,464

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 飯田橋分室インターネットプロバイダ料金支出(2月分) 4,320

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 役務費 NTTぷらら使用料の支出及び精算について 2,160

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 役務費 NTT使用料の支出及び精算について 11,664

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 労働環境課飯田橋分室清掃等業務委託（２月分） 114,505

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 謝礼金の支出（応援デスク第２回技術審査委員会） 23,800
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(14)） 19,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(26)） 33,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(62)） 22,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(63)） 23,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(64)） 19,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(66)） 16,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(49)） 15,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(37)） 11,300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(34)） 14,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(43)） 19,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(48)） 18,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(67)） 17,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(68)） 17,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(70)） 21,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 飯田橋分室インターネット料金の支払（２月分） 72,402

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 サーバの借入れ(新宿合同庁舎)に関する支出(2月分) 49,248

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 電話交換機器等の借入れに関する契約の支出 65,448

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（2月(46)） 16,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙの着信先変更に係る経費支出（応援デスク） 1,080

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 電話回線の移転に係る経費支出（応援デスク） 15,228

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度若者応援宣言企業採用奨励金の支出 1,950,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1082） 7,800,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金の支出（29－1034） 600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 平成２９年度「障害者雇用促進ハンドブック」の印刷 468,720

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金の支出（29-1071） 600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1184） 6,600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 JM④新聞広告の掲載（求職者募集） 1,130,760

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・12月2期 900,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・10月1期 180,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 女性の就業拡大ｲﾍﾞﾝﾄ周知用ﾁﾗｼ及びﾎﾟｽﾀｰの作成 207,360

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 平成29年度JM④参加企業の求人票の印刷 201,430

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 平成29年度JM④ポスター駅貼りポスター（東京メトロ） 118,800
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産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・12月3期 1,260,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 使用料及賃借料 平成29年度JM④開催に係る会場賃貸借契約金の支出 3,164,400

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 複数の少額支払案件（３月・役務費）の資金前渡 5,248

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（３月・一般需用費）の資金前渡 19,872

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金の支出（29-1023） 600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 使用料及賃借料 東京都しごとセンター多摩求人開拓室賃料等の支出 210,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 一般需用費 公共事業への日雇労働者吸収要綱外3点の印刷 429,397

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 女性の就業拡大ｲﾍﾞﾝﾄ・駅ばり広告の実施及びﾁﾗｼの配架 149,299

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・1月1期 270,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 報償費 若年者就業推進ネットワーク②開催に係る経費支出 35,700

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・12月3期 180,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度若者応援宣言企業採用奨励金の支出 750,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 使用料及賃借料 平成29年度「企業向けセミナー」会場借上に係る経費 227,988

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 平成29年度「企業向けセミナー」会場借上に係る経費 540

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 使用料及賃借料 「輝け!女性の就業拡大事業」賃貸借契約(ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ立川) 3,682,800

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29－1190） 2,200,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 報償費 平成２９年度企業向けセミナーの開催に伴う経費 389,566

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 報償費 人材戦略マネジメント支援事業審査会委員への謝金支払 23,800

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 報償費 外国人材受入支援事業技術審査会謝礼金の支払 23,800

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 報償費 H30中小企業しごと魅力発信Ｐ技術審査会の謝金の支払 23,800

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 平成29年度JM④就職情報サイトへの広告掲載 129,600

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29－1252） 4,000,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 研修「教育用タブレットの環境整備」の講師謝金の支出 54,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 研修「生徒への指導方法（後期）」講師謝金の支出 55,491

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ動作確認及び内部認証不具合対策業務委託 1,670,760

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

29年度事業内職業訓練事業補助金の支出/短期第３Ｇ 697,500

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払前渡金の支出（一般需用費　３月分） 95,832

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払前渡金の支出（役務費　３月分） 50,953

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 入校選考問題審査委員会（第４回）委員謝礼金の支出 19,560

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当2月分の支出(北海道障害者職業能力開発校) 151,524

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当2月分の支出(神奈川障害者職業能力開発校) 979,116

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 女性向け委託訓練会場の借上げに係る経費の支出 4,500

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 女性向け委託訓練会場の借上げに係る経費の支出 216

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 第二回東京都職業訓練基準会議委員謝礼金の支出 2,004
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産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 研修「幾何公差の解釈とその測定技術」講師謝金の支出 89,790

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当2月分の支出(中央障害者職業能力開発校) 5,680,648

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

匠の技の祭典2017 負担金の額の確定及び支出について 220,916,900

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 研修「東京マイスターによる技能継承」講師謝金の支出 80,183

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 郵便料金受取人払の支出及び精算について 62,575

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当3月分の支出(神奈川障害者職業能力開発校) 546,460

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 女性のための職業訓練会場の借上げに係る経費の支出 57,110

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 女性のための職業訓練会場の借上げに係る経費の支出 432

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当3月分の支出(北海道障害者職業能力開発校) 51,128

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

分煙環境整備補助金 2,280,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29伊豆大島復興支援補助（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会運営業務委託） 2,664,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29伊豆大島復興支援補助金（御神火ライド事業） 2,333,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 29年度東京ﾛｹｰｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ窓口運営委託にかかる分割払い 8,866,110

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 新たなアイコン等を活用した海外PR業務に係る委託料 226,414,395

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 外国人旅行者等への公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託(1月分) 405,523

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

分煙環境整備補助金 1,518,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 観光経営力強化事業に係る会議室料金の支出　資金前渡 131,402

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 平成29年度「東京ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」ﾏｯﾌﾟの印刷 853,200

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託2(1月) 270,358

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した事業費補助金の支出 986,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営委託 20,787,464

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の追給について（フィリピン） 12,336

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 H29ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰ利用促進事業委託費(第4四半期)の支出 51,433,565

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 29年度東京観光情報ｾﾝﾀｰ多摩管理運営業務等委託料支出 10,730,880

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり(新宿区) 572,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度東京ブランドの発信業務委託に係る支出 156,664,708

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 役務費 旅行業者営業保証金の配当手続きに係る官報掲載 56,160

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 タクシー利用料金の支出(１月分) 199,897

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(一需)(3月分) 177,174

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 報償費 専門家（弁護士）への謝金の支出について 12,032

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

雇用保険料の還付 3,612

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(役務)(3月分) 3,024

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 分煙環境の測定・検査委託（2月分） 449,064

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 「東京都観光客数等実態調査報告書」外1件の印刷 149,958
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産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年１月分） 1,068

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年１月分） 269,033

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成３０年１月分） 12,169

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 備品購入費 パーソナルコンピュータの購入 397,548

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 78,865

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 平成29年度薄型ディスプレイ等の借入に伴う経費の支出 59,400

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 ネットワークプリンタの借入に関する平成29年度支出 8,424

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 観光部ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの借入に係る平成29年度の支出について 31,644

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 新聞の購入の平成２９年度の支払いについて 25,485

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した事業費補助金の支出 5,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した事業費補助金の支出 5,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成２９年度旅行業管理等システム保守委託（２月分） 44,712

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 平成２９年度サーバ等の使用賃借（２月分） 33,264

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 宿泊施設向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託 21,600

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 飲食店及びﾀｸｼｰ事業者向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託 124,200

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 29年度観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ管理運営業務委託（第4四半期） 107,129,177

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度欧米豪中心富裕層向ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委託に係る支出 27,727,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 29年度東京観光情報センター管理運営業務等委託料支出 101,918,232

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 東京観光情報ｾﾝﾀｰ多摩建物賃借料の支出 973,944

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する支出（２）（２月分） 230,449

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する支出（１）（２月分） 183,521

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

分煙環境整備補助金 2,632,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 役務費 後納郵便料金の支出について(平成30年2月分) 102,614

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 プロモーション対象候補国・地域調査業務委託 5,214,240

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について（香港）（概算払） 446,721

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託(1月分) 512,954

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託2(2月) 270,358

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 免税店向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託（２月分） 393,120

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 役務費 パンフレットの梱包、配送業務 218,520

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

島しょ観光産業活性化支援補助金の支出（神津島） 1,015,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

国内外他都市と連携した観光まちづくり（武蔵野市） 6,708,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託(2月分) 512,954

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

分煙環境整備補助金 2,959,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（板橋区） 216,000
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産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 外国人旅行者等への公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託(2月分) 405,523

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

分煙環境整備補助金 3,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

訪日外国人旅行者来訪促進事業負担金の支出 3,770,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(大島)(確定払） 26,558

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(あきる野市等)(確定払) 13,884

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(あきる野市等)(確定払) 13,434

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した事業費補助金の支出 5,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 「東京マラソン応援観光マップ」の印刷 5,837,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 商工部ファイルサーバの賃貸借に係る継続支払 29,484

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度秋葉原庁舎庁舎管理運営委託料(第4四半期) 16,300,376

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 26,999

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 98,785

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 58,052

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 141,511

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 15,101

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 18,823

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 13,652

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月全庁締め分） 482

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約料の支払（長期継続契約） 9,504

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約の支払（長期継続契約） 17,064

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃貸借料の支払（長期継続契約） 18,630

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 裁断機の借入に係る継続支払について（再リース） 1,620

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読代金の継続支払について 58,886

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（3月/一般需要費） 79,968

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 電子計算機の借入に係る借入料の支払(2月分) 17,539

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 需用費 一般需用費 「国際イベントニュース」の購読 10,368

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度「中小企業の景況」に係る発送業務(2月分) 95,761

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 平成29年度「中小企業の景況」に係る発送業務(2月分) 284,605

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタトナーの購入に伴う所要経費の支出 164,505

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 組織運営費の支出について（議会対応宿泊） 43,200

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約料の支払（長期継続契約） 9,504

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約の支払（長期継続契約） 17,064

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃貸借料の支払（長期継続契約） 18,630

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 裁断機の借入に係る継続支払について（再リース） 1,620
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産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 組合情報化統合システムサーバの借入（長期継続契約） 42,768

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 44,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 52,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 48,800

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 102,025

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 101,864

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 組織運営費の支出について（議会対応宿泊） 26,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 「中小企業の景況」に係る調査結果表等の印刷(2月分) 103,069

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 後納郵便料金支払に係る資金前渡（2月分） 255,491

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 53,200

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 追録の購入 45,155

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 景況調査に係る料金受取人払後納料金の支払(2月分) 119,119

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 経営動向調査の料金受取人払後納料金の支払(2月分) 194

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（長期継続契約）に係る支出 13,284

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタトナー外12点の購入 558,846

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 東京の中小企業振興を考える有識者会議の速記支払 32,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 東京の中小企業振興を考える有識者会議のネット中継 90,720

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタトナー外14点の購入 395,569

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（長期継続契約）に係る支出 332,087

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について(概算払) 42,500

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタトナー外１点の購入 298,620

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について（確定払） 86,600

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について（確定払） 120,240

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について（確定払） 43,560

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読代金の継続支払について 60,450

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

東京味わいフェスタ2017に係る東京都負担金の支出 103,182,880

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 都心型ＭＩＣＥ機能の必要性に関する調査委託 4,644,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約料の支払（長期継続契約） 9,504

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸借契約の支払（長期継続契約） 17,064

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの賃貸借料の支払（長期継続契約） 18,630

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 裁断機の借入に係る継続支払について（再リース） 1,620

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 官製はがきの購入 97,960

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 商工部ファイルサーバの賃貸借に係る継続支払 29,484

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

特定温室効果ガス排出量検証業務に係る代金の支出 208,761
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産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 「中小向けサイバーセキュリティ対策の極意」追加イラ 1,026,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 東京国際展示場の仮設展示場用地に係る使用料 73,629,961

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度「中小企業の景況」に係る入力等(3月分) 56,690

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（長期継続契約）1に係る支出 13,284

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（複数単価契約）に係る支出 410,607

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(11月分） 1,620,831

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修理に係る資金前渡について 140,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について（確定払） 32,741

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29医工連携HUB機構運営委託料　１月分 19,019,167

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 H29年度第3回知財研究会講師謝礼の報償費支出について 80,400

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 平成29年度東京ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾜｰﾄﾞ受賞者への賞金支出 1,400,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29知財センター運営委託の支払（第４四半期） 100,863,619

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 創業支援拠点の運営業務委託に係る支払（１月分） 17,261,640

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 旧東京都労働資料ｾﾝﾀｰ建物管理等委託(2月分) 121,500

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 旧東京都労働資料センター昇降機設備保守委託 37,800

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 女性ベンチャー成長促進事業委託第３四半期支払 45,372,915

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 「雨先案内人サイクルレインコート」の購入 2,298,400

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 次世代ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ育成ﾌﾟﾛﾌﾞﾗﾑ法人設立事業資金の支出 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 コスモス青山SOUTH棟インターホン番号変更に係る支出 44,280

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,131

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 370,707

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 エンジェル税制のホームページ管理委託契約 12,960

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 旧都立産技研西が丘庁舎重電機棟土壌絞込み調査等委託 3,996,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 医療機器開発イノベーション人材育成素材収集委託支払 989,280

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 少額支払案件の支出（役務費）３月分 49,784

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 少額資金前渡金の支出（一般需用費） 108,985

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 特別旅費 ２９試験研究分科会に係る特別旅費の支出（２月分） 7,964

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 中小企業情報システム検索用端末機の賃借料支出 23,284

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 100,486

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 旧東京都労働資料センター警備業務委託(2月分) 37,584

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 次ノベ等実施に係るHP更新・管理委託の支払（2月分） 27,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 消火器点検委託に係る経費の支出 6,480

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 消火器点検委託に係る経費の支出 108

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 イノベーション人材育成委託　審査会報償費の支払 65,590
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産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 試験研究分科会等速記委託に係る経費の支出（第４回） 43,200

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 H29年度第4回知財研究会講師謝礼の報償費支出について 80,400

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 医工連携HUB機構第二回技術審査会報償費の支出 98,385

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 旧産技研西が丘庁舎敷地下水道料金の支出(２月分) 107,881

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 文書保存委託の継続支払について(２月分) 7,992

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 外部データベースの導入による使用料の支出 45,230

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 蛍光灯等の購入に係る支出 95,040

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 H29TMAN専門家派遣事業に係る謝金の支払（第２期） 145,192

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 H29TMAN専門家派遣事業に係る謝金の支払（第３期） 165,934

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 次世代ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに係る成果発信業務委託 9,930,600

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

創業支援に係る経費の支出 370,736

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 創業支援拠点の運営業務委託に係る支払（２月分） 16,073,640

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 ASAC宿泊室清掃委託（単価契約）に係る支払 90,936

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 H30TMAN運営業務委託審査会に係る審査委員　謝礼支出 29,280

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

第82回日本循環器学会学術集会参加費支払（資金前途） 20,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29ASAC清掃業務委託 208,171

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 H29ASACに係るパソコン賃借における継続支払 5,076

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29ASAC時間外警備委託に係る継続支払 776,887

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29創業支援拠点の清掃業務委託に係る継続支出 455,722

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度ASAC施設管理業務委託に係る継続支払 739,800

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 ASACブースオフィス清掃に係る支払 58,378

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 医療機器参入支援事業打合せ会議室利用料支払い 350,460

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 医療機器参入支援事業打合せ会議室利用料支払い 864

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

創業支援に関する経費の支出 175,990

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 創業支援に関する経費の支出 864

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29医工連携HUB機構運営委託料　２月分 19,019,167

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 白鬚西R&Dｾﾝﾀｰ入居者選定審査会に係る報償費の支出 15,660

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 外部ネットワーク回線利用料の支出（2月分） 6,912

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 棚収納物落下防止装置「落下センサー」の購入 414,720

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 第61回伝統工芸品展会場案内リーフレットの作成 286,048

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ東京窓口協定書に基づく経費の支出 1,360,800

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ東京窓口協定書に基づく経費の支出 505,440

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 第61回東京都伝統工芸品展に係る景品の購入（木版画） 81,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度経営革新計画フォローアップ調査委託 691,200
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産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 伝統工芸品新規指定の現地調査に係る謝礼金支出 63,150

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

被災県等ビジネス革新支援事業費補助金（第４四半期） 6,331,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

H29生産性向上中核人材育成事業費補助金（第4四半期） 3,445,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 経営革新計画点検業務委託の委託料の支出 3,243,139

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度需要開拓ジャパンクリエーション委託料支出 3,208,410

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京レザーファッションフェア広報宣伝業務委託料支出 5,809,320

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 経営革新計画承認審査会に係る審査委員の謝金の支出 43,870

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29総合支援事業補助金支出（第4四半期） 44,886,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業補助金 49,799,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 旧産業技術研究所八王子庁舎敷地巡回警備委託 158,436

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 29製造業防災対策事業完了検査に係る調査員謝金 53,600

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費） 21,780

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度原材料確保調査事業費補助金の支出 2,752,460

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 メディア活用事業ターゲティングメール配信委託 756,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 東京都伝統工芸士章（盾）の購入 205,200

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度経営安定対策事業費補助金支出 1,132,175

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

H29中小企業新サービス創出事業補助金（第4四半期） 4,899,444

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 29東京都伝統工芸品展　外国人来場者対応業務委託 1,836,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 研究開発委託料の支払いについて 499,950

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 平成29年度文書保存委託（単価契約）の支払について 29,909

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

第34回伝統的工芸品月間国民会議全国大会の負担金支出 369,490,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 29年度東京ﾚｻﾞｰﾌｧｯｼｮﾝﾌｪｱ2017特別注文品委託料の支出 7,560,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 29文書保存委託（事業承継税制）の支払（2月分） 5,130

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の支出 1,000,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 「CREATORS TOKYO B to C商談会」(秋開催)委託 9,957,600

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

H29年ファッションビジネス活性化プロジェクト負担金 81,922,666

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 29ピッチグランプリ上位入賞者への賞金交付 3,000,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 伝産ショールーム設置事業に係る企画審査会　謝金支出 24,868

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 東京都伝統工芸士認定証外２件の印刷 112,104

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 植栽の剪定による植栽管理委託 239,760

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 外国企業とのマッチング会に係る会議室使用料等の支払 309,960

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 外国企業とのマッチング会に係る会議室使用料等の支払 216

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 メディア活用販路開拓事業における通販番組制作委託 9,961,199

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

H29年度Buy TOKYO補助金の支出 2,904,000
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産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 医療関連機器海外出展支援業務委託企画審査会謝金支出 148,400

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 25,257,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 速記委託の継続支払について（１月分） 32,400

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,181,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,574,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,765,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,814,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 2,756,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,379,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,755,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,211,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 2,829,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 8,636,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,788,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 立地法研究会の実施に伴う謝金の支出について(2月分) 29,954

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 840,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 9,804,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 956,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,659,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,572,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,110,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 車両運行委託料の支出 129,384

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写サービス契約代金の継続支出 16,200

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,476,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 5,102,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,281

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 4,449,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 5,929,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,400,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,744,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 24,480,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,356,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,487,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,797,000

521 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29商店街ステップアップ応援事業（都振連専門家派遣） 15,700,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 速記委託の継続支払について（２月分） 24,300

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,393,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 8,138,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 941

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 108

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 17,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,131,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 8,304,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 457,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,071,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,704,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 385,414

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,844

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 959,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,227,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29年度広域支援型商店街事業費補助金支出(第2回分） 130,604,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 特別旅費 大店立地審議会開催に係る委員の報酬及び特別旅費 6,630

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 雑誌広告の掲載及び記事の作成委託 1,080,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 269,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 プリンター賃貸料の支出（２月分） 8,640

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,087,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,882,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,086,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 2,364,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 東京都企業立地相談センター新聞広告掲載業務委託 2,754,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 平成29年度東京商店街グランプリ事例集外1件の印刷 539,460

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,318,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写サービス契約代金の継続支出（２月分） 16,200

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 専門家への意見聴取に係る謝礼金の支出 240,638

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

地域金融連携融資損失補助金の交付（第3回） 86,077,547

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月02日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 高度化資金貸付費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス料金の支払いについて 23,502

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 利子補給システム機器賃借料の継続支出（2月分） 33,075

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 平成29年度新保証付ｼｽﾃﾑに係る機器等の賃借の継続支払 44,172
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産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 平成29年度債権管理ｼｽﾃﾑに係る機器等の賃借の継続支払 30,024

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 金融部ﾌｧｲﾙｻ-ﾊﾞの賃借料の支出について(平成29年度) 51,516

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 新聞の購読代金の継続支払について 36,679

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月06日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 高度化資金貸付費 使用料及賃借料 ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ賃借料金の支払いについて 9,072

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ料金の支払いについて 14,148

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ料金の支払いについて 10,584

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ＡＢＬ制度に係る損失補助金の支出について 39,720,992

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

地域金融連携融資損失補助金の再交付（第2回） 4,849,815

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 平成29年度信用保証補助審査会に係る速記委託料の支出 43,200

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 報償費 専門家意見聴取にかかる謝礼金支払（新保証） 120,319

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 特別旅費 平成29年度東京都信用保証補助審査会報酬（旅費支払） 3,662

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 29高度化事業診断に関する委託料の支出(第4四半期) 4,091,452

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 複数の少額案件にかかる前渡金(3月分一般需用費)支出 101,928

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 複数の少額案件にかかる前渡金（3月分役務費）支出 32,800

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 クラウドファンディング事業　新聞広告の制作委託 214,920

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月14日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 高度化資金貸付費 貸付金 平成29年度高度化資金貸付金の支出(B方式設備ﾘｰｽ) 24,570,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 平成29年度債務者等調査業務委託(単価契約)に係る支払 165,240

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 報償費 回収納付金権利放棄条例に基づく専門家謝金支出 144,384

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 機密書類の処分委託（単価契約）の支払いについて 19,656

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 機密書類の処分委託（単価契約）の支払いについて 13,338

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 高度化資金貸付費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス料金の支払いについて 60,777

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サ―ビス料金の継続支払について 17,166

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 外部データベース利用料の支払いについて 9,774

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 報償費 金融機関の決算状況に関する専門家意見照会謝礼金支払 23,800

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月支給） 3,837

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費
設備導入資金貸付
費

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月支給） 3,501

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月16日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 高度化資金貸付費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月支給） 7,368

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

災害復旧資金融資等の利子補給金の支出（３月交付分） 261,298

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 後納郵便料金の支出について（平成３０年２月分） 99,022

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 報償費 専門家意見聴取にかかる謝礼金支払（新保証） 144,383

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 複写サービス料金の継続支払いについて 23,220

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 料金受取人払いの支出（アンケート調査２月受取分） 643

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 料金受取人払いの支出及び精算（平成30年2月受取分） 776

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月26日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 公債費会計繰出金 繰出金 高度化資金償還金の公債費会計への繰出(H30.3 A定例) 226,752,000
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産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月26日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 公債費会計繰出金 繰出金 高度化資金償還金の公債費会計への繰出(H30.3 A定例) 148,416

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 事業性資金の融資保証業務に係る取組状況等の調査委託 4,039,200

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

クラウドファンディング事業　第３四半期補助金支出 85,935

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月28日
中小企業設備導
入等資金会計

助成費 助成費 公債費会計繰出金 繰出金 高度化資金償還金の公債費会計への繰出(H30.3 A繰上) 2,056,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 中小企業金融に関するアンケート調査の実施について 5,140,800

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

保証債務履行損失補助事業に係る平成29年度補助金支出 6,280,414,060

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業制度融資に係る信用保証料負担金の支出 408,527,277

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月支給分） 109,399

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月支給分） 49,494

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 貸付金 地域金融機関連携融資制度平成29年度預託金の支出 8,370,600,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 貸付金 地域金融機関連携融資制度平成29年度預託金の支出 9,423,250,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 貸付金 地域金融機関連携融資制度平成29年度預託金の支出 3,882,160,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 貸付金 地域金融機関連携融資制度平成29年度預託金の支出 4,142,000,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の年間継続支払 38,715

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 データベースサーバ等借入れに伴う継続支払（２月分） 51,192

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 ノートパソコンの賃貸借に伴う継続支払（２月分） 10,756

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（３月分） 69,768

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 「事業報告書・業務報告書の提出について」外4件ﾉ印刷 278,640

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 登録台帳データ入力委託料の継続支払い（２月分） 21,949

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れに伴う継続支払（２月分） 17,496

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 業務用携帯電話利用料の継続支払い（２月分） 4,472

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 スマートフォン利用料の継続支払い 14,980

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 ＡＤＳＬ利用料の継続支払い（２月分） 6,048

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 役務費 プロバイダー料金の継続支払い（２月分） 2,484

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 平成29年度カラー複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約支出（1月分） 42,856

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 29年度チケットによるタクシー料金の支払（1月分） 447,096

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 56,317

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 73,145

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 95,804

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 110,812

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 4,235

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 243,988

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 50,364

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 76,340
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産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 14,333

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 1,006

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 148,189

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 1,641

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成３０年１月末締め分） 3,828

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（概算払） 43,402

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張及び旅費の支出について（概算払） 43,344

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について（概算払） 40,906

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張及び旅費の支出について（概算払） 233,648

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 43,376

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 63,593

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について（概算払） 20,316

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 農林水産部ファイルサーバの借入れ（長期継続契約） 31,290

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読に係る支払いについて 31,462

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡の支出(3月分) 176,457

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡の支出(3月分) 23,465

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 徴求資料の運搬業務委託（単価契約）（２月分） 33,660

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 平成29年度キンメダイ漁業者協議会の特別旅費の支出 186,930

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 平成29年度カラー複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約支出（2月分） 13,168

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 84,217

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 38,806

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 30,029

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について（概算払） 88,984

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 東京都農林水産業協同組合検査員の報酬及び特別旅費 5,390

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 121,417

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 農総研日の出庁舎の建物警備委託 25,380

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 農総研日の出の自家用電気工作物保安管理業務委託 29,376

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 農総研日の出庁舎の昇降機保守点検委託 37,800

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 農総研日の出庁舎のＡＥＤの借入れ 7,884

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出（平成30年2月分） 91,797

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出（平成30年2月分） 20,000

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 平成29年度後納郵便料金の支出（平成30年2月分） 155,000

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 301,698

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（概算払） 43,359
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産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 旅費 普通旅費 職員の出張及び旅費の支出について（概算払） 107,814

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 文書の処分委託（単価契約の支出） 278,640

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 36,768

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 29,289

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 26,067

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 18,628

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 18,672

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 29,289

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 18,672

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（確定払） 38,878

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 東京海区漁業調整委員会委員の報酬及び特別旅費 561,774

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 東京都農林総合研究センター日の出庁舎清掃委託 139,548

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う旅費の支出について（概算払） 41,630

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約支出（2月分） 241,871

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約支出（2月分） 48,636

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 宿泊を伴う近接地外の旅費支出について（確定払） 26,994

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 農総研日の出庁舎のプロパンガスの購入（複数単価） 1,782

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 第２回ｶﾜｳ被害対策協議会の開催に伴う特別旅費の支出 27,420

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 平成29年度東京都栽培漁業推進協議会の特別旅費の支出 355,665

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について（概算払） 9,464

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃貸借（土木積算稼動用） 15,876

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度青梅畜産センター運営事業費補助金 9,200,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出 44,723

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度トウキョウX生産拡大事業費補助金の概算払 6,100,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 月刊ＮＯＳＡＩの購入 5,400

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 畜産コンサルタントの購入 12,888

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 積算資料外１点の購入 50,600

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 農業と経済の購入 13,350

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 平成29年度東京都農業男女共同参画フォーラム講師謝金 61,149

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)外3点の購入 136,674

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 平成29年度小笠原農道台帳補正測量 2,306,720

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度補助金（地域ストマネ）の概算払支出 25,849,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 建設物価外２点の購入 60,360
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産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成２９年度公共土地改良事業費補助金の概算払支出 45,028,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花苗一式の購入 248,832

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 平成29年度農作業サポーター支援事業委託料の支出 2,574,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 月刊ＪＡの購入 5,088

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 録音データの活字起こしに対する支払いについて 19,278

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 平成29年度水土里保全活動支援事業推進業務委託 445,900

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 平成29年度とうきょう農業女性活躍推進会議の経費 10,730

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 安全靴外1点の購入 15,984

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花展東京都特別展示パンフレットの印刷 216,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 平成29年度江戸東京野菜生産流通拡大事業の業務委託料 1,200,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花展東京都特別展示事前告知パンフの印刷 295,920

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費
負担金補助及交付
金

平成29年度公共土地改良事業費補助金の概算払支出 51,712,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花卉園芸新聞の購入 9,600

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都農地保有合理化事業費補助金の支出 4,318,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 緑化推進費 委託料 平成29年度苗木生産供給事業委託料支出（第４四半期） 108,480,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 Ｈ29農業基盤整備事業評価委員会（後期）報償費の支出 13,572

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 青梅畜産センター（２９）改築工事地盤調査委託 1,229,531

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 有機農業堆肥センター等既存建築物に係る法定調査委託 3,334,700

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 都市農業活性化支援事業パンフレットの印刷 149,040

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 録音データ起こし（29年度農業男女共同参画ﾌｫｰﾗﾑ） 53,460

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 花と緑の夏プロジェクト事業ＰＲ冊子の印刷 368,280

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 土地改良新聞の購入 18,276

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度経営所得安定対策等推進事業費補助金の支出 629,822

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 工事請負費 東京都栽培漁業センター(29)飼育棟電灯分電盤改修工事 2,349,760

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 イリジウムサービス料金の支払いについて（１月分） 25,030

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の支出（３月分） 155,250

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度栽培漁業地域展開事業費補助金（神津島村） 1,131,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度新島和田浜地先増殖場効果調査業務委託 2,484,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度生産・販売強化対策事業費補助金の交付決定 1,500,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 ADCPの修繕 1,816,560

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 八丈島近海漁場環境管理施設データ公開システム改修 313,200

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度サメ被害防除対策事業費補助金の支出神津島村分 1,500,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 報償費 H29東京都栽培漁業推進協議会の経費の支出（報償費） 127,700

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 報償費 平成29年度第2回東京都カワウ被害対策協議会開催経費 100,002
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産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 第１０７回東京海区漁業調整委員会の録音データ起こし 17,388

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 デジタルマップＧＩＳデータ化作成委託の支出について 5,616,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 投資及出資金 花と緑の東京募金に係る森づくり基金への出えん金支出 7,452,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 「東京の木の紙」の購入 498,960

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 「森づくり推進プラン（平成26年版）」の印刷（増刷） 297,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 端末機器の賃借料の支出について 15,714

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 森林情報更新システム及びGISサーバ等の賃借料の支出 132,840

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 端末機器の賃借料の支出について 15,876

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木材利用普及啓発強化推進事業費補助金交付 1,701,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木材利用普及啓発強化推進事業費補助金支出 225,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 花粉の少ない森づくり運動PRポスターの駅貼り広告 172,800

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 花粉の少ない森づくり運動PR冊子の印刷 228,960

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

緑の少年団新規結成補助金の支出について 250,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一需、3月分支出） 73,262

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務、3月分支出） 40,046

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 「木製材業模範従業員感謝状」の印刷及び筆耕 143,229

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 「木製材業模範従業員感謝状」の印刷及び筆耕 22,529

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木材利用普及啓発強化推進事業費補助金支出 1,000,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

木の香る多摩産材住宅普及事業に係る出展料の支出 1,998,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木材利用普及啓発強化推進事業費補助金支出 500,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月27日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

森林整備加速化・林業再生事業費等補助金返還の支出 1,358,650

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 旧都立秋川高等学校跡地枯損枝除去作業委託 959,040

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 旧都立秋川高等学校跡地クズ等除去作業委託 677,160

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 林業技術事例集（普及情報）第３６集の印刷 299,700

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 報償費 ｢木育Ｗｅｂサイトリニューアル検討会｣の委員謝礼 31,940

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 「東京の森林」の印刷 375,840

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

林道開設による立木補償費取得に伴う分収交付金の供託 22,814

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度森林整備（造林対策）事業費補助金の支出 39,550

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 TAIMS端末のデータ復元 54,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 山地災害危険地区情報提供ソフトデータ追加委託の支出 941,760

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 東京島じまん食材使用店ガイドブックとポスターの印刷 2,419,212

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 DNAシーケンス解析委託経費の支出 6,955

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 平成29年度飼育動物診療施設開設者講習会の所要経費 42,744

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 エコ農産物認証制度の販売ＰＲ集の取材・原稿作成委託 431,244
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産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)代金の継続支払 5,151

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 29年度少額支払案件に係る前渡金の支出(一般需用費) 80,285

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 29年度少額支払案件に係る前渡金の支出(役務費) 3,823

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 H30農作物獣害対策地域強化推進事業審査会経費の支出 31,553

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 H30農作物獣害対策地域強化推進事業審査会経費の支出 52,020

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ｶﾞｿﾘﾝの購入(単価契約)に係る代金の継続支払(2月分) 3,473

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 環境保全型農業直接支払交付金評価委員会経費の支出 17,070

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 動物用医薬品販売管理者講習会報償費支出 13,400

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 「とうきょう特産食材レシピ集」原版・動画作成委託 1,596,240

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,811

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№20) 422,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 東京都農薬管理指導士認定証の印刷 142,560

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 平成29年度農薬残留安全追跡調査委託の支出 500,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№2） 1,110,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 「とうきょう特産食材レシピ集」冊子の作成印刷 745,200

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 高圧蒸気滅菌器の定期点検 46,980

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 微量高速冷却遠心機の定期点検 32,400

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 速記委託（30年度獣害地域強化事業審査会・単価契約） 59,400

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№4) 94,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「労働法基礎セミナーin亀戸」に係る受付等業務委託 33,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 自主的労働教育講師謝礼の支出 36,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出（1月分） 14,565

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 追録の購入 34,381

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　労働者向けｾﾐﾅｰ(国分寺①・労働契約) 65,727

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　多様な働き方ｾﾐﾅｰ(地域②・中央区) 32,864

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ポスター等の送付に伴う資金の前渡 60,480

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の前渡（3月分） 3,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金の前渡（3月分） 31,792

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金の前渡（3月分） 66,894

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「労働法基礎セミナーin大崎」に係る受付等業務委託 44,400

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「働く人の労働契約のポイント解説」受付等業務委託 14,476

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「労働関係基礎法規集」（平成30年版）の編集委託 799,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　労働者向けセミナー（亀戸） 65,727

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「派遣のルール解説セミナー」に係る受付等業務委託 16,940

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　多様な働き方セミナー（ｾﾝﾀｰ・派遣） 65,727

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 ＮＡＳ等借入れに伴う賃借料の支出 14,148

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 労働業務情報システム運用機器の賃貸借（再リース） 30,628

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑪ 308,425

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医職務委託料金の支出 54,004

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 プリンター用増設トレイ外６点の購入 85,341

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼　多様な働き方ｾﾐﾅｰ（国分寺②・ﾊﾟｰﾄ/契約） 59,980

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑫ 149,950

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 労働者派遣（窓口受付業務）の支出（２月分） 180,831

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 外国人労働者ハンドブック（中国語版）の翻訳 154,267

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　多様な働き方セミナー（八王子） 59,980

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「2017年経済要求妥結状況調査結果報告書」の印刷 220,320

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 追録の購入 12,960

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑬ 224,925

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出（２月分） 15,987

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　労働者向けｾﾐﾅｰ（国分寺②・総活躍） 66,800

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労働相談用図書の購入 112,806

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 メール便使用に伴う支出　2月分 37,440

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 若年者向け労働法学習ウェブ用コンテンツ制作委託 2,214,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 返信郵便物料金受取人払(経済要求妥結状況調査)２月分 194

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「働く人のメンタルヘルスガイド2018」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 695,520

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「働く人のメンタルヘルスガイド2018」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 38,880

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,727

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,909

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,723

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 76,395

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 48,031

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 6,941
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 3,350

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑭ 119,960

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 謝礼の支出　東京都多摩労働カレッジ論文審査 14,008

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑮ 149,950

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 相談員謝礼の支出（平成30年2月分） 1,551,105

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「2018ビデオソフト貸出のご案内」の作成 367,416

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 「デジタルサイネージ」による広報の実施（立川） 291,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労働教育パンフレット「使用者のための労働法」の作成 773,958

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 労働教育パンフレット「使用者のための労働法」の作成 90,042

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「若者向け動画」広報用ポスター・ちらし・ＤＶＤ作成 565,704

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「若者向け動画」広報用ポスター・ちらし・ＤＶＤ作成 32,292

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「働くあなたのメンタルヘルス」広報用カードの作成 91,800

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「働くあなたのメンタルヘルス」広報用カードの作成 48,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 追録の購入 52,090

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 追録の購入 14,690

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　29自主的労働教育の助成 32,864

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼の支出　使用者向けセミナー（ｾﾝﾀｰ②・地域） 66,590

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼⑯ 233,450

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の資金前渡及び精算について（自主教） 27,450

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 昇降機保守点検委託契約の支出（２月分） 46,224

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 東京都南部労政会館業務委託受付,使用料徴収,施設管理 670,550

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,419

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 5,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 室内清掃委託契約（２月分） 444,123

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（平成30年３月分） 85,019

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の資金前渡及び精算について　（自主教） 36,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 後納郵便料金の支出について（平成３０年２月分） 48,909

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 扉格納式書庫外１０点の購入 277,086

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月分） 19,117

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成30年2月分） 2,434

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービス（複数単価契約）の支出(２月分） 8,057

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（３月分　その２） 49,897

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,940

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 タイムカード収納ケース外３点の購入 119,016

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

庁舎維持管理費の支出（平成３０年３月分） 4,981,480

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の支出（自主的労働教育事業の助成） 36,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の資金前渡及び精算について 18,300

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 トナーの購入 47,574

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 47,514

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（3月分） 23,500

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 昇降機設備定期点検保守委託（産労） 38,502

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 昇降機設備定期点検保守委託 15,498

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（産労） 10,011

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（教育） 4,029

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 熱需給契約の継続支払（産労） 276,151

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 熱需給契約の継続支払（教育） 72,965

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託 3,466

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託 1,296

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の支出 29,990

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労働相談情報センター池袋事務所庁舎４階シールの修繕 52,363

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 労働相談情報センター池袋事務所庁舎４階シールの修繕 21,077

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（産労） 64,572

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 講師謝礼金の支出 32,864

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（教育） 44,523

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 庁舎警備委託（産労） 11,320

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 庁舎警備委託（教育） 4,556

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 池袋事務所庁舎清掃委託（産労） 93,312

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 池袋事務所庁舎清掃委託（教育） 36,288

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 豊島ケーブルテレビ利用 2,047

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出 12,391

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 後納郵便料金の支出について（2月分） 26,680

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 13,452

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 3,311

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 産業廃棄物の収集運搬処分委託 22,680

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 産業廃棄物の収集運搬処分委託 16,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,032

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 地域冷暖房設備及び空調設備保守管理委託（産労） 29,900

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 地域冷暖房設備及び空調設備保守管理委託（教育） 7,900

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 労働相談情報センター池袋事務所庁舎１２条点検委託 207,911

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 労働相談情報センター池袋事務所庁舎１２条点検委託 83,689

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 1,000,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 1,000,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(３月分一般需用費） 13,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(３月分役務費） 14,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 自主的労働教育事業の講師謝礼助成 36,600

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入に係る支出について 43,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出（２月分） 15,453
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について（平成30年2月分） 17,435

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 近接地内出張旅費の支出について（平成30年2月分） 4,282

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,792

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 メール便発送に伴う後納郵便料金の支出及び精算 8,973

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度自家用電気工作物保安管理業務委託(30年1月 19,615

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度自家用電気工作物保安管理業務委託(30年1月 4,793

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（3月分）一般需用費 66,234

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（3月分）役務費 17,274

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 排水溝汚泥の収集運搬に係る支出(30年2月分) 54,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 廃水槽汚泥の処理委託（30年2月分） 10,800

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 庁舎警備委託の支出(30年2月分) 22,305

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 庁舎警備委託の支出(30年2月分) 5,451

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度建物環境管理委託に係る支出(30年2月分) 22,566

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度建物環境管理委託に係る支出(30年2月分) 5,514
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度エレベーター定期点検保守委託(30年2月分) 42,527

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度エレベーター定期点検保守委託(30年2月分) 10,393

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出(30年2月分) 17,624

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度自家用電気工作物保安管理業務委託の支出 49,036

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度自家用電気工作物保安管理業務委託の支出 11,984

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（2月分） 367,698

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（2月分） 64,328

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(2回-1) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(2回-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-2) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成29年1月　追加支給分） 319

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 ガス料金の支出（2月分） 2,578

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 光熱水費 ガス料金の支出（2月分） 450

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 例月旅費（平成30年2月）の支出について 26,078

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 例月旅費（平成30年2月）の支出について 1,681

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第1回-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-4) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度国分寺労政会館業務委託の支払(30年2月分) 794,114

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 メール便使用に伴う支出（2月分） 6,150

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 返信郵便物の料金受取人払い（労働情勢調査2月分） 194

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,899

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-1) 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度庁舎清掃委託に係る支出(30年2月) 306,365

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度庁舎清掃委託に係る支出(30年2月) 74,875

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（2月～3月分） 178,448

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（2月～3月分） 31,220

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-5) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第6回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-2) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第3回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-4) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 建築基準法第12条点検委託 259,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-4) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第2回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 少額支払に係る資金前渡（一般需要費）３月分 194,372

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 少額支払に係る資金前渡（役務費）3月分 33,771

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 811,437

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 労働相談情報センター八王子事務所建物管理委託の支出 480,611

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 八王子事務所庁舎警備委託（2月分） 19,440

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 可燃性ガス検知警報器点検委託 82,080

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 平成29年度廃棄物の収集運搬委託(複数単価契約）支出 13,707

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 泥よけマット及びモップの借上(2月分） 19,008

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 エレベーター定期点検保守委託(2月分） 35,640

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 室内装飾用植木鉢の借上(2月分） 19,440

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 便所脱臭・排水管洗浄器及び芳香器の借上(2月分） 10,886

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 空調設備保守点検委託(2月分） 54,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託(2月分） 24,300

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 丁合機の賃貸借契約(2月分） 9,374

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 殺虫消毒業務の委託(2月分） 20,520

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 印刷機の賃貸借契約（長期継続契約）(2月分） 9,828

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 東京都八王子労政会館業務委託の支出(2月分） 785,716

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 平成29年度後期電気料金の支出(2月分） 449,133

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ゆうメール後納郵便料金の支出(２月分) 10,488

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（複数単価契約） 13,449

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,634

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,970

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,120

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,596

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 429

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 22,009
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月分） 2,924

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 工事請負費 タイムレコーダー機器電源配線工事 45,360

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 八王子事務所産業廃棄物処分委託（単価契約） 1,798

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 2階男性用多目的トイレフラッシュバルブ取替修繕 97,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 誘導灯バッテリーほか1件の交換修繕 116,640

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習交通費の支出（介護サービス科3/5,6分） 616

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（電気工事科） 44,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（１月分） 41,496

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（１月分） 24,765

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 蛍光灯安定器の買入れ 237,945

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 乾湿両用集じん機外１０点の買入れ 324,216

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習謝礼金の支出（介護サービス科） 12,400

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 軽天タッカ外３点の買入れ 226,044

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 Ａ棟昇降機保守点検委託経費の支出（2月分） 31,320

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（2月分） 16,975

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建築物環境衛生管理技術者選任及び業務委託（2月分） 41,399

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 害虫生息調査等業務委託（2月分） 21,600

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 A棟4階女子トイレ洋式化工事 584,280

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 カッティングプロッターの買入れ 239,760

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（木工技術科） 27,200

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 Ｂ棟昇降機保守点検委託（2月分） 58,968

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）一般需用費 200,225

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空気環境測定業務委託 48,384

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費  介護サービス科ブラインドの修繕 333,288

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 TAIMS端末の修理 49,572

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 職場実習交通費の支出【実務作業科（１６）】 5,450

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）役務費 37,666

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 人材育成プラザ複写サービス契約の支出（２月分） 8,757

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出について 33,402

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医委任経費の支出について　２月分 63,000

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼支出【CAD製図 建築設備 中級 OM⑬】 87,378

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼の支出【Excelでつくる財務会計】 608,784

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 バッテリー外１０点の買入れ 259,308

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（介護サービス科） 24,423
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産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ＰＤＦソフトウェア外３点の買入れ 629,675

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都立城南職業能力開発センター庁舎管理業務委託 244,150

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 城南職業能力開発ｾﾝﾀｰ人材育成ﾌﾟﾗｻﾞ施設管理業務委託 146,619

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 害鳥駆除委託 206,280

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 プラスチック床タイル外1点の買入れ 86,400

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 プラスチック床タイル外1点の買入れ 1,296

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 合板外５点の買入れ 187,531

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 合板外５点の買入れ 12,204

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習講習料の支出（マンション維持管理科） 200,000

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 生徒医療相談（作業療法）謝礼金の支出 ３月分 22,102

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習講習料の支出（マンション維持管理科） 200,000

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査業務委託（単価契約）の支出（第４回） 2,462

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ管理科） 27,200

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空調設備等の保守管理業務委託（2月分） 21,600

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習交通費の支出（介護サービス科3/15,16分） 5,364

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習謝礼金の支出（介護サービス科） 24,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 料金後納郵便の支出について（２月分） 25,678

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 精神保健相談員謝礼金の支出について 　３月分 44,882

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建築物の定期点検業務委託 502,362

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 油性マーカー外３１点の買入れ 175,736

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 第４回城南職業能力開発連絡協議会委員謝礼金の支出 52,080

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出（平成３０年２月分） 209,660

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出について（２月分） 1,055,835

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 のこぎりの目立て 116,310

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 追加入校選考医療検査業務委託（単価契約）の支出 24,300

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 昇降デスク外３点の買入れ 184,248

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 昇降デスク外３点の買入れ 95,958

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出（２月分） 37,339

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（マンション改修施工科） 24,423

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 職場実習交通費の支出【実務作業科（１７）】 528

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（２月分） 52,170

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支出について（２月分） 32,649

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 原材料費 ガラス外1点の買入れ 34,009

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物の収集運搬委託（単契）経費支出（2月分） 21,691
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産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル外8点の買入れ 170,586

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ダクターチャンネル外13点の買入れ 148,888

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼の支出【CAD製図（電気設備）中級】 269,784

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 保護帽外１点の買入れ 14,472

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出について 39,508

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 消火器の購入 292,248

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフトの買入れ 119,869

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分②)一般需用費 227,736

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キャリアアップガイド２０１８の印刷 203,040

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 城南地域「企業向け人材確保支援ｾﾐﾅｰ」チラシの印刷 63,936

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 「科目案内」の印刷 108,108

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,927

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,595

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 感知器の修理 115,344

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 強着スタンプ台外５点の買入れ 116,597

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単契）支出（2月分） 34,560

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単契）支出（2月分） 25,184

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ラワンランバーコアの買入れ 145,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 生徒医療相談（メンタルヘルス）謝礼金の支出 ３月分 44,882

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習謝礼金の支出（介護サービス科） 12,600

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 A棟エレベーターブレーキリレーの修理 38,502

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ボードアンカー外11点の買入れ 179,820

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 テントウェイトの買入れ 199,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 テントウェイトの買入れ 16,200

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 水道用硬質塩化ビニール管VP外28点の買入れ 159,763

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 エプロン外5点の買入れ 140,346

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 956,054

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出について 79,195

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 スペーサー外11点の買入れ 189,291

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 液晶プロジェクター外12点の買入れ 266,201

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ストーブガード外23点の買入れ 212,765

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 水栓ソケット外21点の買入れ 93,956

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ペアコイル外5点の買入れ 95,310

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平かんな外3点の買入れ 226,422
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産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネットプロバイダ料金の支払（2月分） 20,304

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 窓枠外９点の買入れ 191,808

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 窓枠外９点の買入れ 2,700

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 480,054

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 東京都講師旅費の支出について（平成30年2月分） 1,560

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外21点の購入 348,199

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 電力使用量監視システムの賃借（２月分） 18,360

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 朝日新聞外2点の購読に伴う支出(2月分) 12,216

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 日常清掃業務委託の継続支払(2月分) 152,912

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザ施設管理委託の継続支払(2月分) 144,276

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 植木の借上げに伴う経費の支出(2月分) 18,144

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 39,960

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーターの設備定期点検保守委託（２月分） 47,520

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度庁舎清掃業務委託(2月分) 84,240

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）に係る支出について 63,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費・３月分） 68,107

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(役務費・３月分） 35,985

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 オーバーテーブル外3点の購入 68,472

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 生徒医療相談(作業療法)に係る相談員謝礼支出(2月分) 22,102

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 生徒医療相談(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ)に係る相談員謝礼の支出(2月分) 44,882

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 空気清浄フィルター外５点の購入 235,321

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ開発支援装置一式の借入代金の支払(2月分) 1,317,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネット接続事業委託に係る料金の支出(1月分) 2,592

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 家電リサイクル料金の支出 5,470

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 冷却水ポンプの修理 923,076

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢実務で使える表計算Excel 307,496

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物の収集運搬委託の支払(2月分) 11,475

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 一般廃棄物の収集運搬委託の支払(2月分) 14,061

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託の支払(2月分) 14,364

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託の支払(2月分) 21,168

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出について(2月分) 980,604

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 乾式電子複写機の消耗品供給契約代金の支出(2月分) 2,700

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 モータユニット外1点の購入 290,520

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢OM汎用旋盤(切削理論編)｣ 153,607
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金｢Accessによる経理業務実践編｣ 297,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 入校選考医療検査業務委託(単価契約)（３月分） 25,272

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢ﾋﾞｼﾞ文作成(Word･Excel② 258,510

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出（平成30年2月分） 596,900

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 害虫駆除委託(3月分) 108,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う定日旅費の支出について（2月分） 1,112

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 職員の出張に伴う定日旅費の支出について（2月分） 53,628

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 職員の出張に伴う定日旅費の支出について（2月分） 3,802

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 FPGAボード外11点の購入 270,658

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出(本館)(2月分) 14,609

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出(プラザ)(2月分) 12,199

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 後納郵便料金の支出について（2月分） 14,448

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座の講師謝礼金の支出（機械加工科） 22,628

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 空気清浄機外3点の購入 962,064

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ソフトウェアの更新 42,120

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座の講師謝礼金の支出（介護サービス科） 25,860

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,989

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネット接続事業委託に係る料金の支出(2月分) 2,592

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座の講師謝礼金の支出（介護サービス科） 24,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 簡易専用水道検査等業務委託(3月分) 5,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 動力プレスの保守点検委託 27,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,126,242

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 入校生のしおりの印刷 71,280

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢社内情報化推進担当者｣科 140,127

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建築基準法第１２条点検委託 259,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 ４階調理実習室水栓取替工事 402,840

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 東京都講師旅費の支出について（平成30年3月分） 2,080

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 外部雨水管改修工事 918,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 動力シャーの保守点検委託 131,760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 動力シャーの保守点検委託 86,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢文書作成中級実践編②」 249,450

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金支出｢ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書(企画資料作成 258,510

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ショートハイスエンドミル外23点の購入 146,206

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 東京都建設人材育成事業に係る講師謝礼金の支出 153,474
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 フィルターの購入 199,778

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 調理用ペーパータオル外16点の購入 91,281

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習用機材運搬委託 54,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 スチールケース外1点の購入 10,324

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習用機材運搬委託 54,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 集じん機外16点の購入 295,779

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件　一般需用費（３月分） 120,641

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件　役務費（３月分） 78,878

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰによるﾎｰﾑﾍﾟｰ 258,510

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

生徒の校外実習に係る受講料の支出 220,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 センサーの購入 70,956

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 フラットバー外１４点の購入 145,579

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「消防設備士受験対策１・２」 262,134

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習用機材運搬委託の支出（3月分） 54,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度 精神保健相談員謝礼の支出(2月分) 44,882

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 たま工業交流展開催に伴う物品の運搬 283,500

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「溶接技術の向上」 45,614

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「電子機器組立技能講習」 85,301

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 庁舎清掃委託の支出（2月分） 151,200

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 給排水及び中水設備定期点検保守委託の支出（12月分） 76,680

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーター定期点検保守委託の支出（２月分） 61,560

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託の支出（２月分） 55,080

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 事務所衛生測定及び作業環境測定委託の支出（１月分） 264,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼特別講座（電気工事科）関電工による模範演技 44,800

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼特別講座（住宅リフォーム科）給湯器について 22,400

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「新人用ＭＣ基礎講習」 124,988

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 駅横断幕の掲出 129,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 駅横断幕の掲出 214,099

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 駅貼りポスターの掲出 69,984

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 排水溝用水切り袋外8点の購入 44,236

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出（単価契約）２月分 23,699

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 給排水及び中水設備定期点検保守委託の支出（１月分） 68,040

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出について（2月分） 122,599

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支出について 1,644,572
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 皿木ネジ外21点の購入 134,807

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（2月分） 56,102

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（2月分） 13,918

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（2月分） 4,106

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度　地域人材育成ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(2)謝礼の支出 60,198

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度　地域人材育成コーディネータ―謝礼の支出 40,132

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託の支出（2月分） 31,482

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 食料品（食肉類）の購入代金の支出（2月分） 35,579

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 食料品（調味等）の購入代金の支出（2月分） 50,920

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 食料品（魚介等）の購入代金の支出（2月分） 25,601

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 食料品（野菜等）の購入代金の支出（2月分） 69,519

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 クッションフロアシート外８点の購入 101,822

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 木質フローリング外４点の購入 128,466

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 絶縁電線外12点の購入 136,641

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成ﾌﾟﾗｻﾞ施設管理委託の支出（２月分） 156,816

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 日常簡易清掃委託の支出（２月分） 82,080

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,642

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,243

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,139

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,913

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 生徒用参考図書の購入 173,498

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 移動式クレーン定期自主検査 67,122

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 杉外10点の購入 138,560

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 アクリル製樹脂塗料外24点の購入 85,320

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 原材料費 アクリル製樹脂塗料外24点の購入 14,968

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 透明塩ビパイプ外９点の購入 60,258

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「HTMLとCSS利用Webｻｲﾄ開発基礎訓練 76,142

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 SS400外７点の購入 72,100

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「パース図面作成」 21,191

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度　安全衛生管理（産業医）業務委託 63,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ごみ収集運搬処分委託の支出（単価契約・2月分） 14,772

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ごみ収集運搬処分委託の支出（単価契約・2月分） 21,390

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託の支出（2月分） 7,258

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託の支出（2月分） 21,772
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 庭園施工管理科1階実習場手洗い場混合水栓の修繕 64,800

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 受水槽の清掃等業務委託 92,880

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 能力向上訓練募集案内の発送に係るメール便代金の支出 56,088

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件　一般需用費（３月分・その２） 52,968

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 砂外7点の購入 57,726

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託 102,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託 51,840

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ボイラー性能検査委託 18,100

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,733

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 176,478

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 コウライシバ外22点の購入 59,610

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 マウントプレート外12点の購入 74,152

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 掛け時計外13点の購入 299,451

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 謝礼 多摩職業能力開発連絡協議会（平成29年度第3回） 79,360

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キャスター外６点の購入 69,627

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 空調機修理作業 648,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 コンプレッサーの修理作業 324,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 教材用トラック運搬委託 108,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 保護帽外28点の購入 262,472

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ソーラーパネル外18点の購入 63,385

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 訓練用冷温水発生機冷房切替点検委託 43,200

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業「国際マナーと異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 29,462

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「太陽光発電システム施工技術 277,594

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「リレーシーケンス制御【基礎 271,194

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「高年齢者のための二級ﾎﾞｲﾗｰ 118,383

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 センター内案内板等のサイン変更 168,274

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 非常勤講師旅費の支出について（3月分） 1,004

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度　地域人材育成ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(2)謝礼の支出 60,198

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度　地域人材育成コーディネータ―謝礼の支出 60,198

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 44,800

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 24,423

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練「第二種電気工事士（初学者)｣講師謝礼の支出 378,736

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 軟鋼板外8点の購入 227,502

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 185,987
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 28,699

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 安全衛生管理(産業医)報償費の支出 63,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 議事録の作成 43,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 事務連絡郵券等の購入に伴う資金前渡及び精算 49,850

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 圧着工具外２８点の購入 347,544

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 タオル外43点の購入 177,603

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ジョインター刃外５点の購入 129,384

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 原材料費 ガラスの購入に伴う資金前渡及び精算 28,620

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 48,846

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフト更新に伴う資金前渡及び精算 5,080

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 宅配便等料金の支出に伴う資金前渡及び精算 23,476

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習現地指導謝礼金の支出 465,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ボイラー性能検査等委託 474,940

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 議事録の作成 43,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保守業務委託 73,440

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 実務作業科入校選考に係る医療検査委託（単価契約） 15,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 酸素ガス外５点の購入(単価契約)に関する経費の支出 79,380

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写機の複写サービスに関する契約 110,839

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 24,423

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 57,825

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 27,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 特殊ミシンの購入 953,640

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 測定用ゲージ棒外２４点の購入 421,805

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 トナーの購入 282,981

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 集塵機定期点検委託 378,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 レーザー発振器外１点の購入 308,880

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出について(2月分) 813,668

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 化繊織物の購入 45,360

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 医療相談員(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ)の報償費の支出 44,882

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 両頭ハンマー外１７点の購入 178,014

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 職業訓練実習廃棄物の収集運搬・処分委託（２月分） 21,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 職業訓練実習廃棄物の収集運搬・処分委託（２月分） 78,300

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 電気料金の支出 1,415,105

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 点眼自助用品外6点の購入 81,270

553 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 職員の旅費の支出について(平成30年2月分) 2,282

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 職員の旅費の支出について(平成30年2月分) 85,589

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 職員の旅費の支出について(平成30年2月分) 35,368

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 メタルラック外48点の購入 366,850

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 158,717

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 昇降機設備の保守点検委託 83,160

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 庁舎清掃委託に係る経費の支出 216,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 日常清掃業務委託に係る経費の支出（２月分） 205,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザ管理業務委託に係る経費の支出(2月分) 142,560

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 医療相談員(作業療法)の報償費の支出 44,204

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,170

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 酸素調整器外6点の購入 297,702

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 受水槽等の清掃委託 70,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平成30年4月入校生の追加募集告知駅貼りﾎﾟｽﾀｰの印刷 239,760

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 機械鋸の目立てに伴う資金前渡及び精算 36,720

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 39,508

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネット接続に係るプロバイダー契約の支出 3,380

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 冷温水発生機の切替点検整備委託 37,800

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 作業環境測定委託 378,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 鋸の目立て 90,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 木工技術科　ベルトサンダーの修理 133,920

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 プログラムコントローラーの購入 98,928

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物等の収集運搬に係る経費の支出（２月分） 10,249

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託に係る経費の支出 4,762

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託に係る経費の支出 8,505

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 病害虫駆除及び消毒委託 112,752

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 66,984

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 27,297

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 精神保健相談員の報償費の支出 44,882

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練運営アドバイザーの報償費の支出 132,100

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ソフトウエアライセンスの更新 118,800

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 手袋外15点の購入 49,248

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 手袋外15点の購入 270,550

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 39,508
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 39,508

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練「ＣＡＤ製図（建築・初級）」講師謝礼の支出 443,454

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出 40,226

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 地域人材育成コーディネーターの謝礼金の支出 40,132

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 地域人材育成コーディネーターの謝礼金の支出 99,800

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 地域人材育成コーディネーターの謝礼金の支出 60,198

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 城東職業能力開発連絡協議会委員謝礼の支出(第４回) 62,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 ヘッドライトテスタの買入れ 1,350,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練「ＨＴＭＬ５」講師謝礼の支出 461,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 94,460

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 保護眼鏡外29点の購入 98,237

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 保護眼鏡外29点の購入 515,030

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 防じんマスク外7点の購入 589,312

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 追炊き用巻ペアホース外１２点の購入 331,144

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 63,931

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 8,979

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 76,142

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業における講師謝礼の支出 39,508

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 入校生ガイダンス外１点の印刷 210,060

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 冷暖房空調設備定期点検保守委託（11月分） 699,300

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その1(2年生)の支出3/4 3,499,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その2(1年生)の支出3/4 8,337,427

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出 63,931

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 文書の保存委託（単価契約）の支出(1月） 12,614

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「Word効率アップテクニック」 463,872

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 再就職促進訓練室文書保存委託（単価契約）1月分 46,781

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験受験対策(1)」 138,512

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)(再就職促進訓練室1月分) 72,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(7階OAｼｽﾃﾑ開発科　1月分) 7,560

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 精神保健相談員謝礼金の支出について（2月分） 44,882

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 冷温水ポンプの修理 876,960

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼「ﾋﾞｼﾞﾈｽで活かす統計分析(Excel)」 416,628

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 デジタルフォントの購入 842,724

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「MacOSによるDTP②-(2)」 447,546
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 インクカートリッジの購入 36,180

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その7(1年生)の支出3/4 583,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その7(2年生)の支出3/4 583,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務(29・7介護初任者、ﾚｸ介護、介護事務科) 907,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務委託(29年7月生　医療事務・調剤事務科) 743,397

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務委託(29年7月生　ｵﾌｨｽｼﾞｮﾌﾞﾏｽﾀｰ科) 745,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度人材育成プラザ施設管理業務委託(1月） 116,760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その12(1年生)の支出3/4 1,908,907

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その12（2年生)の支出3/4 1,636,206

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その6(1年生)の支出3/4 6,739,225

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等訓練(29・7・6ヶ月Java・Webﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ科) 8,737,284

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 鉢付植物の賃借の支出について（2月） 10,584

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 電力使用量監視システムの賃借の支出について（2月） 18,360

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 生鮮食品の購入に係る資金前渡（3月分） 25,014

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 複数の少額案件に係る資金前渡(役務費・3月分） 94,592

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る資金前渡（一般需用費・3月分） 84,981

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 介護サービス科校外実習に係る交通費の支出(1月生-2） 16,572

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 環境衛生管理業務委託（2月） 12,960

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 冷暖房空調設備定期点検保守委託（1月） 270,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度自家用電気工作物定期点検保守委託（2月） 43,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（印刷企画営業科） 24,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 膨張水槽外1件の修理 124,740

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キャリアアップガイド２０１８の印刷 246,240

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 証書フォルダ外20点の購入 352,246

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ＣＴＰプレート外1点の購入 49,593

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出(介護1月生2月28～3月2日) 88,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 デジタル印刷機トナーの購入 293,760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 床用コンセントの修理 113,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度庁舎清掃等委託（２月分） 95,784

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医報酬の支出について（２月分） 63,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務委託(29年8月生・ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ習得科) 876,106

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 中央・城北職業能力開発センター事業案内2018の印刷 172,800

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 エッチングニッパー外12点の購入 210,632

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 介護サービス科校外実習に係る交通費の支出(1月生-3） 25,496
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 NAS等の借入れの支出について（2月） 51,192

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度エレベーター保守点検委託の支出（2月） 133,056

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ノンスリップマット外6点の購入 68,748

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（1月分） 25,255

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 三角柱クッション外4件の購入 289,548

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託（単価契約）（第7回回収分） 10,692

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（平成30年2月分） 673,311

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 テキストの購入 85,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成30年2月分訓練手当の支出について 138,480

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 印刷用紙の購入 165,058

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出(事務室　２月分) 28,541

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 文書の保存委託（単価契約）の支出（２月） 11,536

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 再就職促進訓練室文書保存委託（単価契約　２月分） 46,781

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)(再就職促進訓練室2月分) 54,696

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 断裁機の修理 46,936

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務委託(29年8月生・介護職員初任者養成科) 270,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度人材育成プラザ施設管理業務委託（2月） 116,760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度　日常用務委託（2月） 152,420

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザ施設管理業務委託（建設人材育成2月） 8,052

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その5(2年生）の支出3/4 5,616,021

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その4(2年生）の支出3/4 3,277,260

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(29年10月生WEBデザイン科)の支出 4,114,458

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その1(1年生)の支出3/4 7,294,627

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練[ﾊﾟｿｺﾝ実践科](29年12月生)の委託 4,719,597

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その2(2年生）の支出3/4 6,217,456

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(29年10月生　経理・総務科)の支出 1,919,999

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 認定訓練活用型委託訓練（29年12月・ビル管理基礎科） 3,240,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 義肢装具科の業務委託の支出3/4 5,961,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練[ﾊﾟｿｺﾝ実践科](29年12月生)の委託 4,406,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練謝礼[印刷営業の方のためのﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ講座] 88,970

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「MacOSによるDTP②-(3)」 447,546

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出（介護1月生 3月7～8日） 78,800

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「一般技能士コース（とび科）」 303,800

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼[会社法における会社設立と運営実務] 152,164
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 中央・城北職業能力開発連絡協議会委員謝礼金の支出 89,280

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 融雪剤外３６件の購入 303,209

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 料金受取人払いに係る支出 194

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年2月分　近接地内出張旅費の支出について 3,532

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 平成29年2月分　近接地内出張旅費の支出について 69,092

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 平成29年2月分　近接地内出張旅費の支出について 29,807

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 再就職促進訓練室に係る料金後納郵便の支払い(2月分) 129,250

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(7階OAｼｽﾃﾑ開発科　2月分) 7,560

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 558,688

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 若年者向け訓練（29年8月生ﾈｯﾄﾜｰｸとWebシステム科) 7,393,451

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 若年者向け訓練（29年8月生Androidｱﾌﾟﾘ開発科)の支出 5,983,198

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(29年10月生簿記・社会保険事務科) 3,576,960

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,014

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,327

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 就職支援業務委託(29年8月生・トラベルビジネス科) 680,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 イメージドラム外11点の購入 142,050

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼[ITパスポート試験受験対策(2)] 165,672

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼[ﾋﾞｼﾞﾈｽ発想力・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ力養成講座] 394,030

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 電話料金の支出　(2月利用分） 22,853

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 照明制御システム保守点検委託 190,080

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年11月生・介護職員初任者養成科)の支出 1,036,012

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年11月生・Webサイトデザイン科)の支出 7,805,442

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 大学等委託訓練(29年12月生・国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科) 2,916,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 若年者向け訓練（29年8月生・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科)の支出 8,500,248

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 女性向け訓練（29年12月生・ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ活用科） 5,443,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 女性向け委託訓練（29年12月生医療事務・調剤事務科） 5,014,799

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年11月生・ﾊﾟｿｺﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ科)の支出 5,697,142

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年11月生・トラベルビジネス科)の支出 5,533,977

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 自動ドアの修理 572,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 入校許可書の印刷 75,816

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（OAシステム開発科） 51,720

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出 124,988

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出（介護1月生3月13～15日） 43,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出（介護1月生3月14～15日） 86,800
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 吸引シュミレータ用交換部品外1点の購入 209,952

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 平成29年度廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約) 23,220

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約) 14,580

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建築基準法１２条点検委託 237,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出 12,032

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 精神保健相談員謝礼金の支出について(3月分) 44,882

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼「自立支援の介護技術」 167,825

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 高速カラープリンター専用インクの購入 758,646

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練[ﾊﾟｿｺﾝ実践科](29年12月生)委託 4,860,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年11月生・Javaﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ養成科)の支出 4,306,516

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 補助教材ＤＶＤ外2点の購入 98,928

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 LAN接続型ハードディスク外２点の購入 151,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 LAN接続型ハードディスク外２点の購入 293,760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 LAN接続型ハードディスク外２点の購入 194,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（2月分） 5,509

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ビデオカードの購入 11,880

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 裁断機メンテナンスキット外1点の購入 59,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 現場訓練支援事業指導謝礼金の支出 24,244

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 データバックアップ用ソフト外1点の更新 43,632

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトの更新 31,104

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件の前渡金の支出（一般需用費３月分） 129,497

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件の前渡金の支出（役務費３月分） 29,912

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 常時必要とする資金の支出（職場実習） 26,311

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金の支出（光熱水費３月分） 9,250

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医謝礼の支出（２月分） 63,000

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 723,303

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校建物管理委託（1月分） 456,840

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校給食業務委託（1月分） 822,528

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 入校案内（平成30年度版）の増刷 184,680

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パネル外１２点の購入 193,527

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 非常勤講師の旅費の支出について(2月分) 2,550

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（１月分） 6,380

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）２月分 10,891

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託（単価契約）（2月分） 8,100
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産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 電話交換機の借入れ（2月分） 5,313

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パソコン用ドライブ外24点の購入 255,468

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 折紙外１９点の購入 145,627

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（2月分） 71,820

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入（単価契約）（２月分） 4,425

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 液晶ディスプレイ外18点の購入 638,323

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 事業系一般廃棄物処理委託（単価契約）（2月分） 9,496

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 事業系一般廃棄物処理委託（単価契約）（2月分） 7,413

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーター点検委託（2月分） 85,644

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 直だき吸収冷温水機点検及び空調設備点検委託(2月分) 64,800

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ごみ処理等業務委託（2月分） 42,218

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 水道・下水道料金の支払について 590

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 入校選考の判定委託（単価契約）の継続支払（３月分) 16,416

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習実施に伴う謝礼金の支出⑱ 12,000

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件の前渡金の支出（一般需用費３月分②） 173,258

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 足場台外1点の購入 219,780

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校給食業務委託（2月分） 919,296

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出について（2月分） 5,869,093

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パーテーション安定脚の買入れ 103,032

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空気環境測定等委託（3月分） 57,240

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(旅費システム　平成30年2月分） 4,477

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(旅費システム　平成30年2月分） 64,178

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(旅費システム　平成30年2月分） 58,066

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 屋外用ダストボックス外７点の購入 367,200

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

自動車リサイクル料金の支出（資金前渡） 17,530

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(複数単価契約) 31,399

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 医療相談（作業療法）の継続支払（2月分） 44,204

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 医療相談（メンタルヘルス）の継続支払（2月分） 92,600

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼（消費者問題について）の支出 24,423

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼（成年後見人について）の支出 24,423

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼（ホームページについて）の支出 24,423

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 入校選考の判定委託（単価契約）の継続支払（3月分②) 57,456

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 入校選考機能評価審査員謝礼の支出（４月生追加選考) 42,292

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,748,166
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産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,202

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネットプロバイダ契約（2月分） 9,234

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 清掃実習用消耗品の購入 690,228

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネットプロバイダ契約（2月分） 2,534

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 台車外７点の購入 371,736

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ふきんかけ外３０点の購入 129,782

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 軽量高さ調整作業台外１３点の購入 192,240

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 アームチェアー外３点の購入 281,016

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 汚水槽清掃及び事業系一般廃棄物（汚泥）収集運搬処分 40,338

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 汚水槽清掃及び事業系一般廃棄物（汚泥）収集運搬処分 86,022

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 雑排水槽清掃及び産業廃棄物(汚泥)収集運搬処理委託 62,100

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 雑排水槽清掃及び産業廃棄物(汚泥)収集運搬処理委託 148,500

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習実施に伴う謝礼金の支出⑲ 12,000

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習実施に伴う謝礼金の支出⑳ 12,000

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校建物管理委託（2月分） 348,840

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習実施に伴う謝礼金の支出(21) 12,000

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件の前渡金の支出（役務費３月分②） 62,090

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校建物清掃委託（2月分） 163,080

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトの更新 90,882

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウイルス対策ソフトの更新 14,364

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 文書の処分委託 45,360

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 カッター外２３点の購入 54,237

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 鉄工やすり外１４点の購入 336,929

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 屋内用マット外14点の購入 221,329

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 非常勤講師の旅費の支出について(3月分) 328

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 入校案内（平成30年度版）の増刷 153,360

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習交通費の支出（ものづくり競技会） 11,898

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 溶接用遮光フェンス外44点の購入 514,379

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料金の支出(1月分) 2,840

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 はかり外38点の購入 255,765

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 真空容器外16点の購入 258,325

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金の前渡(3月分) 227,326

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金の前渡（役務費）（3月分） 75,920
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産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金の前渡（一般需用費）3月分 112,845

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,112

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 電気使用量の監視委託 5,832

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保守点検委託　(２月分） 45,036

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 城南センター大田校定期清掃・日常清掃委託（2月分） 194,221

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建築物等定期点検（設備・毎点検） 237,600

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 トイレブースパーテーションの修繕 226,044

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 非常照明器具バッテリー取替工事 732,909

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支出及び実績報告（平成30年2月分） 120,680

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医委託経費の支出について（平成３０年２月分） 54,004

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出（金型加工科） 24,423

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上訓練講師謝礼の支出（板金展開ソフトAP100初級） 249,566

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ねじ切りバイト外12点の購入 261,251

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 電気料金の支出(2月分) 853,251

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写機の消耗品等供給契約に係る支出(2月分) 540

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複合機の消耗品等供給契約に係る支出(2月分) 9,180

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物及び資源ごみの収集運搬委託（単価契約） 14,104

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 夜間運営業務委託　２月分 79,002

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ラジアスエンドミル外11点の購入 282,636

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 雑巾外20点の購入 245,724

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 8,100

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 2,160

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 エアコンの購入 85,320

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 エアコンの購入 64,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エアコンの購入 972

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベータ保守点検委託　(2月分） 82,296

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 施設警備業務２級に係る資器材の借入 131,220

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 73,440

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 75,513

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 非常勤講師旅費の支出（平成３０年２月分） 4,280

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 2,136

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 33,974

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 普通旅費及び特別旅費の支出（平成30年2月分） 1,641

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する支出(2月分) 11,372
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産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 プレスブレーキ金型の購入 70,200

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピューターの修理 95,040

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 超鋼ラフィングエンドミル外7点の購入 204,796

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出（施設警備科） 24,423

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,928

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,676

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 ２号館１階大型機械搬入に伴う電気設備工事 335,880

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 2号館１階板金溶接科実習室架台設置工事 334,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ２号館１階板金溶接科実習室架台アースの修繕 77,760

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 コレットホルダ外33点の購入 475,718

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウイルス対策ソフトの購入 267,110

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ウイルス対策ソフトの購入 10,800

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 三次元測定器用スタイラス外4点の購入 219,240

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キーボード他6点の購入 264,384

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 695,736

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 147,744

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 台車外23点の購入 273,454

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 キーレスドリルチャック外7点の購入 233,712

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 フィラメント外10点の購入 215,676

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌培養検査委託（単価契約） 77,814

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習交通費の支出 10,508

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の支出（３月分） 154,726

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 複数の少額案件に係る前渡金の支出（３月分） 67,081

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医の職務委任にかかる経費の支出（２月分） 63,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習に伴う負担金の支出 150,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（２月分） 43,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習交通費の支出 16,036

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 277,594

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 249,450

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（自動車整備工学科） 27,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支給について（平成３０年２月分） 116,370

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 仕上こて外９点の購入 207,792

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 建設人材育成事業用テキストの購入 125,712

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 樹脂ネット外５点の購入 81,399
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 植栽４点の購入 31,320

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ヘリウムガス（超高純度）の購入 74,520

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーター定期点検保守委託（２月分） 51,840

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 電力使用量監視システムの賃借（２月分） 18,360

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 鉢植植物借用に伴う経費の支出（２月分） 20,412

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 デジタル印刷機の借入れ（２月分） 30,024

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 283,994

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 城東職業能力開発センター江戸川校庁舎清掃委託２月分 368,280

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 作業環境測定委託（2月分） 194,400

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ワックス外６点の購入 50,436

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（２月分） 8,991

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出 80,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 平成３０年度建設人材育成事業科目案内の印刷 95,040

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 建設人材育成事業　平成３０年度第１期募集案内の印刷 200,880

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ホイスト式クレーンの点検委託 185,760

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザの施設管理委託に伴う経費（2月分） 147,225

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託（４回目） 8,618

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 集水桝・グレーチング及び埋設排水管外1点の清掃委託 972,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習に伴う謝礼金の支出 31,000

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出（２月分） 759,796

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 工具セット外２点の購入 116,532

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 コンパネ外２４点の購入 282,279

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 アイマスク外３点の購入 177,026

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 再生資源収集運搬委託（２月分） 5,556

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（２月分） 13,770

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託（２月分） 5,940

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物処分委託（２月分） 5,940

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（２月分） 35,080

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（２月分） 3,970

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 生徒用保護具の購入 111,780

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 118,383

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 271,194

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 マグネット用紙外２８点の購入 197,104

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 救急蘇生ケース外５点の購入 181,656
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 段差スロープ外１３点の購入 259,610

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 保護マット外９点の購入 255,960

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 249,450

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写機の複写サービスに関する契約（2月分） 26,222

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 安全ピペター外１２点の購入 147,744

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 メス端子外２０点の購入 84,780

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 リフト等保守点検及びブレーキテスター外６点較正委託 210,816

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（介護サービス科） 79,734

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金の支出（介護サービス科） 79,734

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,596

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,605

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,187

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,342

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,882

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,861

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 オカメザサ外１１点の購入 164,602

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬処分委託 229,500

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬処分委託 21,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 ３階事務室訓練用パソコン移設工事 67,608

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウイルス対策ソフトの購入 78,408

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 962,707

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の処分委託 68,796

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 197,899

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 197,899

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金の支出 236,766

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 訓練手当の支給について（平成３０年３月分） 94,820

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 アダプタ外２点の購入 147,312

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 インパクトドライバー外４点の購入 235,440

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 電話料金（３月請求分）の支出に伴う資金前渡について 49,962

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 204,242

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ノミ外９点の購入 85,968

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 タイルの購入 54,432

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物（汚泥）の収集運搬・処分委託 138,240

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物（汚泥）の収集運搬・処分委託 29,160
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物（廃油）の収集運搬・処分委託 22,680

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物（廃油）の収集運搬・処分委託 43,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬委託 42,336

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 粉塵計の点検整備委託 95,040

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託（2月分） 21,060

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 庁舎清掃委託（2月分） 135,697

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 脚付きバイス外18点の購入 257,067

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 掛時計外26点の購入 129,260

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分) 192,830

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分) 41,950

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医業務報償費の支出（2月分） 54,004

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 平成31年度修了式実施に伴う会場使用料の支出 15,320

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 日常清掃・夜間運営及び向上訓練受付業務委託(2月分) 239,345

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 消防設備等点検委託（機器点検） 84,780

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 アダプター外18点の購入 194,475

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 吸収式冷温水機の保守点検委託 113,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習に伴う生徒交通費の支出(3/13分） 3,196

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 校外実習に伴う生徒交通費の支出(3/15分) 3,856

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービス（ファクシミリ機能付）の支出（２月分） 11,880

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービス（複数単価契約）の支出（２月分） 8,640

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物の収集運搬委託（単価契約）（２月分） 6,156

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約）(2月分) 2,721

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約）(2月分) 3,321

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 実習棟コンクリートボックス床改修工事 68,688

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ハードディスク外12点の購入 292,064

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空調機定期点検委託 58,104

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（２月分） 450,693

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 30,612

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 2,618

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月分） 2,260

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 トータルステーション外２点の点検整備委託 483,084

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル外7点の購入 267,159

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 流量計の取替修理 267,840

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,459
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,653

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 96,310

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 工事請負費 女子生徒用更衣室扉設置工事 98,712

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 セオドライトの購入 933,120

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上「測量士補（実技）受験対策」講師謝礼 497,016

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上「二級建築士（学科・計画）受験対策」謝礼 165,672

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座「ビル管理に必要な建築知識について」謝礼 24,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 絶縁抵抗計外3点の購入 305,316

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 トナー外14点の購入 273,383

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,138

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 オートレベル外１点の保守点検委託 255,960

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 トレーシングペーパー外26点の購入 266,807

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 三脚の購入 48,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習（環境空調サービス科）に伴う負担金の支出 150,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 庁舎清掃委託（３月分） 143,789

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座「WordPressのプラグイン機能」講師謝礼 51,720

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 向上「販売戦略のためのホームページ作成」謝礼 374,349

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 高年齢者校入校案内２０１８の作成 267,840

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 浄水器賃貸借料金の支出 5,928

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習経費の支出について 280,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 実習用材料の購入（ﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ科） 284,300

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金支出｢温泉地における宿泊業の変遷｣ 24,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡請求（３月分）一般需用費 151,036

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡請求（３月分）役務費 78,323

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医活動報酬の支出（平成３０年２月分） 54,004

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼金支出「帯の仕立て方について」 24,423

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成３０年２月分） 12,077

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 シャンデリア清掃委託 99,360

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,329

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（複数単価契約）に係る支出 27,473

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）料金の支出 13,944

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「高年齢者【Excel】実践②」 431,648

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 84,152

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 能力向上訓練講師謝礼金「高年齢者Word・Excel実践」 447,760
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外10点の購入 231,120

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託 36,720

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーターフルメンテナンス業務委託 54,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）3月分 122,279

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費）3月分 85,524

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（光熱水費）3月分 2,988

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 電動ステープラー針外49点の購入 224,235

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 フルカラープリント用紙外7点の購入 264,057

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 512,513

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 八王子校庁舎清掃委託 163,080

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建設人材育成事業における技能講習及び特別教育の委託 933,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 中水槽補給用水道メーター取替修繕 527,688

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 テキストの購入 38,424

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ＰＬＣの購入 293,760

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出（特別講座　電気設備システム科） 24,423

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 庁有車の車検 64,800

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　介護保険の実務（３） 297,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　サーバ構築法② 262,140

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 車検ラインの較正 70,200

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　生産管理の実務 147,156

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 18,900

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 54,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 エンジンガスケットキットの購入 165,240

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 タイマー外９点の購入 160,390

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ドライブシャフト外１５点の購入 161,722

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 東京都講師の旅費の支出（平成３０年１月及び２月分） 4,440

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 洗濯機外3点の購入及び家電リサイクル品の処分 146,642

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 洗濯機外3点の購入及び家電リサイクル品の処分 3,240

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 洗濯機外3点の購入及び家電リサイクル品の処分 6,404

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 建物管理委託 162,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出（特別講座　福祉用具科） 24,423

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌培養検査委託（単価契約） 3,693

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出（2月分） 685,475

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支出（2月分） 26,825
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　特別講座　電気設備管理科 24,423

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　第二種電気（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ科目 305,120

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザの施設管理委託 135,036

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 日常用務委託 196,328

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 生徒校外実習交通費の支出（介護）訪問介護実習 4,716

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度２月分訓練手当の支出について 147,008

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物等収集運搬・処分委託（２月分）の支出 3,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 一般廃棄物等収集運搬・処分委託（２月分）の支出 6,740

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（2月分）の支出 1,500

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（2月分）の支出 5,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医活動に伴う報酬の支出(2月分） 63,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 451,700

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ハンドルバネ外１２点の購入 147,085

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウイルス対策ソフトの購入 19,008

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウイルス対策ソフトの購入 95,040

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　基本情報技術者受験対策 237,114

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　ExcelVBA（応用） 268,800

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,544

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 排気ガス測定器の購入 329,400

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 八王子校建築基準法第12条点検委託 626,400

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 中間転写ユニット外2点の購入 139,050

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 「入校生のしおり」の印刷 53,676

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　向上訓練　ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ技術（上級） 223,390

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 シーツ外７点の洗濯（２月分）の支出 15,811

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 生徒校外実習謝礼金の支出（介護）訪問介護実習 34,100

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（６月分） 91,685

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支出について（６月分） 4,354

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）の支出 32,400

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）の支出 7,257

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 オートリフトの修理 270,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 直尺外６点の購入 183,543

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 荷造りひも外14点の購入 40,390

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度3月分訓練手当の支出について 97,601

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出　特別講座　介護サービス科 22,400
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

平成２９年度庁舎維持管理に係る負担金の支出 230,241

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成２９年度庁舎維持管理に係る負担金の支出 180,903

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 特別管理産業廃棄物収集運搬・処分委託 21,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 特別管理産業廃棄物収集運搬・処分委託 4,320

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 仕上機外２点の点検委託 38,880

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 曲がり針外１４点の購入 226,638

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 圧着機外３点の点検委託 74,520

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出(2月分） 11,534

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 特定作業環境測定委託（2回目） 95,580

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（平成30年2月分）の支出 10,543

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 製甲用ミシン外7点の点検委託 209,520

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 革漉き機の点検委託 30,240

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 電話料金の支出（都内）２月分 10,535

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 電話料金の支出（都内）２月分 9,347

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 フットウエアプレスの購読 16,416

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 39,960

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 30,456

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 安全衛生用保護具の購入 37,443

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 写真用紙外１７点の購入 90,569

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 革漉き機送りロール外2点の購入 161,740

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 訓練用機械の点検委託 175,500

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 マイクロコンピュータ開発支援装置の借入の支出(1月) 1,356,696

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 175,697

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払(１月分) 8,648

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費3月分） 30,708

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費3月分） 97,714

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 備品購入費 アームチェアー外１点の購入 315,360

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 LED照明器具外６点の購入 340,308

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 図書コーナー電動ブラインド修理 118,800

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 2018府中校版キャリアアップガイドの印刷 296,460

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出（シーケンサ(1)(2)） 262,134

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 産業医の服務執行に伴う経費の支出（２月分） 63,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 一般廃棄物及び再生資源運搬委託（単価契約）の支出 10,891

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,064
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パウチフィルム外２点の購入 93,050

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（複数単価契約）の支出 23,780

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出（２月分） 16,091

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費3月分）② 131,172

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出「生と死の問題について考える 79,734

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出「太陽光発電システムの概要」 22,628

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 多摩職業能力開発センター府中校庁舎清掃委託（２月分 205,200

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 多摩センター府中校人材育成プラザ施設管理委託 134,640

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 多摩職業能力開発センター府中校日常清掃等業務委託 223,025

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 多機能レベル測定器の購入 626,940

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 疑似交換機の購入 667,980

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 音声・イーサネット通信アダプタの購入 116,100

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 音声・イーサネット通信アダプタの購入 2,160

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 電力使用量監視システムの賃借（2月分） 18,360

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（2月分） 35,100

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 給排水及び中水設備定期点検保守委託（2月分） 66,148

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 エレベーター定期点検保守委託（2月分） 61,560

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 自動ドア定期点検保守委託(玄関ほか)（2月分） 59,400

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出【向上訓練「第三種電気主任技術者理論 280,254

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月分） 2,694

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月分） 26,279

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費3月分）③ 133,424

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費３月分）② 75,188

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 コードレススティッククリーナー外１１点の購入 961,092

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 「平成３０年度入校生ガイダンス」の印刷 69,854

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンター外９点の購入 158,198

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ３月分  公共料金支払 66,074

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,171

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空気環境等測定業務委託（2月分） 28,345

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 校外実習指導謝礼の支出について 537,700

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

校外実習指導の負担金の支出(ｸﾘｰﾝｽﾀｯﾌ養成科1月生) 150,000

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について(2月分) 720,412

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託(単価契約)代金の支出(介護サ1月分) 10,368

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 腸内細菌検査委託(単価契約)代金の支出(生活サ1月分) 8,640
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ダイニングチェア外5点の購入 130,912

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ダイニングチェア外5点の購入 1,500

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 829,014

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 タイムカードラック外15点の購入 124,296

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 電動自転車外２点の購入 94,824

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 電動自転車外２点の購入 1,580

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出（向上訓練「第二種電気工事士（実・基 398,637

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 特別講座講師謝礼の支出（ケムドライシステム） 27,200

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 磁器タイル外２３点の購入 171,736

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 パイプクリーナー外３０点の購入 223,257

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 長靴外２０点の購入 108,496

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 講師謝礼の支出（向上訓練「3次元CAD/CAE(SolidWorks) 355,149

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護用ベッド等点検清掃委託 228,096

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 上水揚水ポンプ交換修繕 993,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 掃除機外５点の購入 271,620

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 マイクロコンピュータ開発支援装置借入の支出(2月分) 1,356,696

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ＤＭ便利用代金の支払いについて 50,868

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 平成29年度 工業用水道に係る下水道料金継続支払1月分 19,893

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 専門技術指導員謝礼金の支出について　２月分 522,041

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡金　平成３０年３月分 197,424

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡金　平成３０年３月分 26,566

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,653

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写機の複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（複数単価契約）2月分 31,773

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 試薬の買入れ 94,003

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 産業廃棄物（汚泥）の収集運搬処分委託費の支出 259,200

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 産業廃棄物（汚泥）の収集運搬処分委託費の支出 472,089

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 熱物性測定装置の賃借（２月分） 8,640

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 東京都立皮革技術センター業務システムの借入れ(2月) 193,212

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 i-Server保守委託（２月分） 19,440

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 アウターフィルター外４件の買入れ 77,976

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 ステンレスドラム革試料投入口の修繕 246,240

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 超純水製造装置の点検整備委託 205,200

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 都立皮革技術センター庁舎清掃委託（２月分） 158,760

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 電気工作物保守点検及び避雷設備点検委託（２月分） 81,648
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産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 平成29年度推進協議会専門小委員会委員謝金の支出 34,140

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用水道料金継続支払　2月分 9,391

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 備品購入費 ステンレス製ドラム一式の買入れ 5,259,600

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,484

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,282

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 排水処理施設排水処理槽等の点検委託 820,800

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 メンブレンフィルタ外３件の買入れ 167,184

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 ビーカー外１４件の買入れ 224,899

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 試験研究用試料の調整等委託（２月分） 27,648

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京都立皮革技術センター排水処理施設維持管理委託 134,460

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 都立皮革技術センター庁舎警備委託（２月分） 71,712

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 ガラス繊維濾紙外９件の買入れ 240,030

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 皮革技術センター業務システムの改修委託 712,800

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 備品購入費 冷凍機付きインキュベーター一式の買入れ 356,400

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 680,925

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ｵｰﾌﾟﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ回線光ﾌﾚｯﾂ利用料の継続支払 ２月分 20,304

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 電話料金・ﾌﾚｯﾂ光利用料（N・ﾌｧﾐﾘHS)継続支払　２月分 7,560

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 電話料金（0033等）の継続支払　２月分 237

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外３０件の買入れ 115,689

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 フィラメント外１３件の買入れ 289,375

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月） 8,110

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 水分計外１件の買入れ 67,176

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 備品購入費 化学天秤一式の買入れ 248,400

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 給水設備等の保守点検委託 226,800

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 平成29年度 工業用水道に係る下水道料金継続支払2月分 41,353

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 88,935

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 小型純水製造装置外３件の買入れ 172,800

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 ポリ塩化アルミニウム溶液外３件の買入れ 88,020

産業労働局 皮革技術センター 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 恒温恒湿室空調装置の保守委託（第４回） 19,440

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 専門技術指導員委嘱料（2月分） 245,600

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 デジタル顕微鏡一式の借入（2月末） 113,832

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 X線透過検査装置の賃借（2月分） 8,931

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 熱分析装置の賃借料金の支出（2月分） 8,240

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ装置の賃借（2月分） 54,864
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産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 赤外線撮影装置の賃借に係る賃借料の支払い（2月分） 34,473

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 備品購入費 透湿度試験機の買入れ 1,782,000

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 皮革統計ハンドブックの印刷 218,246

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 「かわとはきもの」183号の発行に伴う原稿料 201,312

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 特定作業環境測定委託（2回目） 71,280

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（平成30年2月分）の支出 8,247

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 フットウエアプレスの購読 16,416

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 電熱式蒸気発生装置の点検委託 174,353

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 安全衛生保護具の購入 28,976

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 DIN摩耗試験機標準ゴム外1点の買入れ 243,000

産業労働局
皮革技術センター
台東支所

平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 DIN摩耗試験機標準ゴム外1点の買入れ 2,160

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 電波利用料の支出（こうよう・船舶局） 900

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年1月不適合除外分） 2,632

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年1月不適合除外分） 22,118

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（平成30年1月不適合除外分） 840

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年1月不適合除外分） 151,603

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（平成30年1月不適合除外分） 266

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度水産用医薬品残留検査委託 64,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,360

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,004

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託経費の支出 52,920

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 海況予測情報の取得経費の支出 83,268

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 ネットワークシステムサーバー等の賃貸借の継続支払 33,588

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 サーバーの賃貸借【長期継続契約】の継続支払い 48,060

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 複合機の賃貸借（八丈事業所・水産）の継続支払 28,512

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 複合機の賃貸借（大島事業所・水産）の継続支払 28,080

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 破傷風予防接種の委託（大島・普及） 2,270

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出（本所１件） 1,815

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出（本所２件） 164,772

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 試験研究資材の購入（三宅） 54,344

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（八丈水・平成30年1月分） 2,694

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出（本所２件） 132,052

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 134,649

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・９件） 170,631
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・９件） 588,087

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・４件） 265,343

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・４件） 581,933

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 大島事業所水産・農林合同庁舎清掃業務委託の継続支払 119,232

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 大島事業所水産・農林合同庁舎清掃業務委託の継続支払 41,666

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）12月分 8,819

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）12月分 3,256

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 免税軽油の購入（単契　平成30年1月分）経費の支出 473,199

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（大島水・１月分） 44,809

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（大島水・１月分） 770

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(八丈農・11件) 113,532

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(八丈農・11件) 216,678

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 管外旅費の支出について(八丈農・11件) 38,896

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 浄化槽の清掃点検委託経費の継続支払 15,120

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度 ネットワークシステム保守運用経費の支出 53,784

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度 ネットワークシステム保守運用経費の支出 2,160

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 浄化槽点検清掃委託（大島） 10,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 検体用キンメダイの購入 45,316

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 曳き網用ハリス外58点の購入 434,268

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払について 7,850

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 739,158

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 ＴＡＩＭＳサーバーの運用及び管理委託経費の支出 56,160

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 建物清掃等委託(三宅) 162,462

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 強制循環式恒温器外１点の購入 882,360

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 潮流予測数値計算システム用コンピュータ外１点の購入 247,104

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 潮流予測数値計算システム用コンピュータ外１点の購入 449,280

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 2,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 3,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 12,960

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 免税軽油の購入（単価契約平成30年2月分）経費の支出 398,704

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 標識放流用タグの購入（八丈事業所） 253,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 神津島キンメダイ漁場調査に伴う調査機材等発送経費 11,970

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 複合機の賃貸借（八丈事業所無線局）の継続支払 12,744

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 現地実証化試験委託（大島） 100,000
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 海水ポンプ室取水井戸清掃委託 248,961

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度東京港管理事務所日の出庁舎　機械警備委託 51,840

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年クリーンルーム保守点検業務委託 10,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 敷地内除草等管理委託（大島　農林） 26,093

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 空調機保守点検委託（大島） 88,938

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 土壌・作物体総合分析装置の購入 3,734,640

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 フロン類回収等委託（単価契約）代金の支出 194,378

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 9,998

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 49,304

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 100,675

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費の支出(3月分) 25,330

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 漁業指導監督通信業務委託（単価契約）の継続支払 482,120

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 ダイブコンピュータバッテリー交換に係る支出 21,060

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 免税軽油の購入（平成30年2月単価契約）経費の支出 686,400

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）1月分 7,717

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）1月分 1,555

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 大島における海水成分分析委託経費の支出 898,560

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ購入に要する経費の支出（八丈） 76,190

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 トナーカートリッジ購入に要する経費の支出（八丈） 324

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続払　大島水 38,664

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続支払　八丈（単契） 43,200

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（八丈　農林） 37,260

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（大島　農林） 22,680

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 講習会の講師謝礼の支払いについて 25,052

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　自家用電気工作物保守点検委託 238,896

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（八丈） 27,540

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　警備保安管理業務委託 359,640

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 島しょにおける現地実証化試験委託（大島） 100,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（大島水・１月分） 1,184

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 講習会の講師謝礼の支払いについて 25,052

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 検体用キンメダイの購入（平成30年度2月分） 50,284

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 412,577

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,345

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 建物清掃委託（八丈　水産・農林） 110,052
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 建物清掃委託（八丈　水産・農林） 69,120

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 2,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 1,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 神津島キンメダイ漁業調査に伴うレンタカー等利用経費 6,480

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（三宅） 7,020

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（大島・水産） 8,732

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（新島分室・３件） 49,660

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 衛星電話（船舶）電話料金の支出 152,537

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 ３月分  公共料金支払 90,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,288

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,846

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕（法定12か月点検） 30,650

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 精製水外８点の購入 282,776

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 平成29年度高速インターネット情報サービスの利用 23,760

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 庁舎敷地水道管の調査委託（三宅） 88,560

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 管外旅費の支出について(八丈農・３件) 35,260

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(八丈農・３件) 70,594

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(八丈水・１８件) 38,947

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(八丈水・１８件) 803,663

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 無線局回線料金の支出（八丈・大島・三宅） 629,447

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 無線局回線料金の支出（八丈島・新島間） 95,165

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 底曳用フロート他７点の購入 111,132

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 コード化ピンガーおよび切り離しラグの購入 293,328

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 検体用トビウオの購入 51,030

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約　本所（単契）の継続支払 18,218

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリン外２点の購入　三宅（単価契約） 37,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリン外２点の購入　三宅（単価契約） 11,688

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（八丈・水産） 6,469

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）2月分 3,654

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 29年度廃棄物収集運搬処分業務委託（単価契約）2月分 1,555

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度海水取水設備清掃保守点検委託経費の支出 51,408

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 特定作業環境測定業務委託 768,960

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・７件） 61,930

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・７件） 90,936
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・７件） 193,956

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島農・４件） 49,231

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島農・４件） 81,382

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 平成29年事業成果速報の印刷 561,600

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 栽培用支柱（露地用）の購入 77,112

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・14件） 527,155

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・14件） 347,110

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・14件） 12,100

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（大島水・２月分） 60,958

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 日の出庁舎休日警備保安管理業務委託(単価契約)9月分 25,920

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（八丈・農林） 18,727

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 カラープリンター外４点の購入 71,928

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 タカベとイサキの耳石による年齢査定委託 552,960

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　建物清掃委託 221,400

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 大島事業所水産・農林合同庁舎清掃業務委託の継続支払 124,599

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 大島事業所水産・農林合同庁舎清掃業務委託の継続支払 56,829

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　機器保守点検業務委託 548,154

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 建物清掃等委託(三宅) 187,527

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 平成29年度下期漁業調査指導船「かもめ」上架修繕工事 7,117,363

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 平成29年度高速インターネット情報サービスの利用 23,760

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 免税軽油の購入（平成30年3月みやこ分）経費の支出 1,320,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 剪定のこぎり他25点の購入 388,530

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 測定用キンメダイ等の購入 47,070

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,816

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,164

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,582

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 111,877

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 自動水温観測装置の修繕 656,640

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 インターネット回線使用料等の支出（八丈・無線局） 20,094

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（新島分室・２件） 88,277

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 FAXサービス使用料等の支出（大島・水産） 19,901

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 インターネット回線使用料等の支出（大島・産学公） 6,156

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島農・３件） 17,684

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島農・３件） 28,813
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 IPアドレス利用料金の支出 20,304

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 イセエビ環境DNAの密度別分析 291,600

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 備品購入費 蛍光式溶存酸素計の購入 237,600

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 電磁流速計用内臓バッテリー他13点の購入 453,276

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 敷地内除草等管理委託（八丈） 175,824

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託（三宅） 29,808

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　機器保守点検業務委託 117,882

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 展示ほの設置及び管理委託（青ヶ島） 40,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 工事請負費 園芸実験室　電源増設工事 70,480

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 庁有車の廃車処理委託（三宅） 25,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 平成29年度高速インターネット情報サービスの利用 23,760

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 庁有車の購入（三宅事業所） 1,485,620

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

役務費 庁有車の購入（三宅事業所） 8,060

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

公課費 庁有車の購入（三宅事業所） 6,600

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 郵券の購入について 10,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 セキュリティ対策ソフトウェアの購入について 38,232

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 キンメダイの耳石による年齢査定委託 821,664

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月不適合除外分） 534

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月不適合除外分） 49,083

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月不適合除外分） 26,043

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（平成30年2月不適合除外分） 2,080

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月不適合除外分） 103,212

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 検体用トビウオの購入 44,712

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 ムツ針外８点の購入 288,705

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 展示ほの設置及び管理委託（新島） 40,000

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 トラクターの修繕（定期点検） 56,484

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ごみ処理手数料の支出（大島・農）第３期分 3,660

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 一般廃棄物処理手数料の支出（八丈・農）後期 3,110

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入　新島（単価契約） 15,136

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入　新島（単価契約） 5,332

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 平成29年度漁業調査指導船「興洋」修繕工事 76,712,400

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 メスシリンダー外6点の購入 243,648

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 小動物用手術セット外4点の購入 139,320

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 燃料の購入に係る資金前渡（3月分常時）光熱水費 104,492
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産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分）一般需用費 148,245

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分）役務費 19,356

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 樹木及び支柱の修繕 198,082

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 滅菌済リザーバー外7点の購入 245,376

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 有精卵の購入（単価契約）に係る支出2月分 31,104

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 遺伝子合成器の購入 1,020,600

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 核酸抽出用アダプター外10点の購入 216,502

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）２月分 10,368

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 感染性廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）２月分 15,552

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 PCR用チューブ外3点の購入 94,683

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 廃水処理装置定期点検保守委託料継続支払　２月分 41,040

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 自家用電気工作物定期点検保守委託料継続支払　２月分 27,756

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 排気処理装置定期点検保守委託料継続支払　２月分 43,200

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 東京都家畜保健衛生所清掃委託料継続支払　２月分 100,440

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ（長期継続契約）２月分 24,948

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 家畜保健衛生所警備委託（長期継続契約）継続払２月分 27,972

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 病原性大腸菌免疫血清外8点の購入 251,035

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 鳥インフルエンザ検査キットの購入 256,608

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（本館）2月分 167,306

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 電気料金の支出　肥飼料検査センター2月分 112,120

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 作業環境測定業務の委託料継続支払　２月分 191,160

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 遺伝子合成器点検整備 648,000

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託 151,200

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 産業廃棄物処分委託 78,278

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 家畜衛生業績発表会に係る報償費の支出（１） 42,741

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 家畜保健衛生業績発表会に係る報償費の支出（２） 1,936

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 消火器の点検委託料継続支払　３月分 11,880

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 クリーンルーム清掃点検委託 667,440

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 日帰り旅費の支出について（平成30年2月分） 3,122

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 日帰り旅費の支出について（平成30年2月分） 55,048

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 日帰り旅費の支出について（平成30年2月分） 30,408

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 死亡牛保管容器の修繕 113,400

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 血清生化学検査試薬の購入 59,670

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 ヨーネ病エライザ検査キット外1点の購入 121,305
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産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る支出 2月分 20,082

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,297

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 高速液体クロマトグラフ三連四重極型質量分析装置の点 3,483,000

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 ピペットチップ外12点の購入 118,497

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 32,928

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 無菌操作箱の点検整備 436,320

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 257,256

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 WiMAXの利用料金（2月分） 4,840

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る料金の支出（2月分） 25,071

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 家畜診療の購入 21,600

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 光学顕微鏡及び顕微鏡用撮影装置一式の購入 533,520

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 東京都家畜保健衛生所（29）移転改修工事敷地測量 2,592,000

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 116,308

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 178,039

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 焼却炉の修繕及び点検整備 801,360

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 車庫シャッター修繕 224,166

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

中央農業改良普及センター西部分室光熱水費負担金支出 17,036

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 東京都エコ農産物PR用品の梱包及び発送委託 116,640

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 東京都エコ農産物PR用品の梱包及び発送委託 112,320

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 29,581

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 20,501

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 26,702

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第2回NO.5） 456,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 31,874

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 2,632,735

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 PPV緊急防除業務システムに係る機器賃借料の支出 30,866

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 44,320

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る経費の支出（３月分） 104,938

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る経費の支出（３月分） 69,465

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 複数の少額案件に係る経費の支出（３月分） 1,703

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 複数の少額案件に係る経費の支出（３月分） 3,293

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 複数の少額案件に係る経費の支出（３月分） 4,130

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリン購入に係る前渡金の支出（３月分） 2,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリン購入に係る前渡金の支出（３月分） 28,400
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産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 とうきょう農業女性活躍推進事業(農産物写真撮影口座) 42,741

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 とうきょう農業女性活躍推進事業（加工実践講座） 16,701

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 とうきょう農業女性活躍推進事業(加工実践講座)使用料 4,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 PPV緊急防除に係る感染樹伐採委託(東久留米市その１) 437,400

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 平成29年度保管用の液体窒素の購入（単価契約） 22,680

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 受精卵及び凍結精液の輸送用液体窒素購入(単価契約） 22,680

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 174,980

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 151,480

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 144,664

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 平成29年度普及情報ﾈｯﾄﾜｰｸ利用料金の支出（２月分） 26,840

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 農業後継者育成対策事業ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修会場使用料(南) 8,640

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（植物防疫） 22,728

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 Ｆ＆Ｕﾀｰﾝ農業後継者ｾﾐﾅｰﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾚﾎﾟｰﾄ集の印刷 209,088

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 窓ガラスフィルムの購入 328,536

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 バスの雇上げ（西多摩） 105,910

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 意欲的農業者支援セミナー特別研修開催経費（振興課） 48,128

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（白黒）に関する経費の支出（２月分） 6,944

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 とうきょう農業女性活躍推進事業(農園ブランドづくり) 40,200

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 土づくり講習会の開催に要する経費の支出（西多摩） 18,600

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 車庫シャッター修繕（事務所） 36,936

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 展示ほの設置及び管理委託（葉茎菜類の鳥害防止対策） 43,860

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費
負担金補助及交付
金

H29年度公共土地改良事業費補助金概算払の支出 37,086,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)(西多摩２月分)の支払 14,271

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 再商品化等料金(家電リサイクル料金)に要する経費支出 4,752

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 再商品化等料金(家電リサイクル料金)に要する経費支出 3,634

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 再商品化等料金(家電リサイクル料金)に要する経費支出 260

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 再商品化等料金(家電リサイクル料金)に要する経費支出 130

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 蜜蜂転飼調整委員謝金の支出 58,440

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 17,488

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 とうきょう農業女性活躍推進事業(先進事例視察研修) 8,351

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 15,524

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第2回NO.3） 458,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入(単価契約)(中央・南多摩２月分)の支払 72,937

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（カラー）に関する経費の支出（２月分） 48,371
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産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 国有農地の樹木伐採業務委託（開拓青梅45） 971,730

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 平成29年度於奈渕用水堰改修工事設計委託 1,944,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 とうきょう元気農場の仮設トイレし尿処理経費の支出 24,840

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 備品購入費 とうきょう元気農場の堆肥運搬用機械の購入 1,209,600

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 工事請負費 国有農地の維持管理工事（八王子190） 991,440

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 補償補填及賠償金 PPV緊急防除に係る損失補償金の支払い 119,480

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託に係る経費の支出(2月分) 514

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 産業廃棄物処分委託に係る経費の支出(2月分) 3,672

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ＣＭＳライセンス等の使用料の支出(2月分) 1,080

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 ＣＭＳライセンス等の使用料の支出(2月分) 10,800

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（カラー）契約に係る経費の支出(2月分) 12,524

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（カラー）契約に係る経費の支出(2月分) 12,525

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（カラー）契約に係る経費の支出(2月分) 12,525

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（白黒）契約に係る経費の支出(2月分) 3,958

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（白黒）契約に係る経費の支出(2月分) 3,958

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 複写サービス（白黒）契約に係る経費の支出(2月分) 3,958

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌の講読(2月分) 3,107

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌の講読(2月分) 13,578

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 バスの雇い上げ（振興課） 143,860

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 バスの雇上げ（振興課） 140,100

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 7,332

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 63,055

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 10,702

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 68,638

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 1,790

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（平成30年2月） 233,701

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 報償費 農業後継者育成対策事業ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修開催経費(南多摩) 30,080

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 43,698

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託に係る経費の支出（2月分） 3,281

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 一般廃棄物収集運搬委託に係る経費の支出（2月分） 3,120

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,616

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,731

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,815
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産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,496

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,581

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 軽四輪貨物自動車の借入れに係る経費の支出(2月分) 30,240

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 軽四輪貨物自動車の借入れに係る経費の支出②(2月分) 38,664

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 普通乗用自動車の借入れに係る経費の支出(2月分) 38,340

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 裁断機の借入れに係る経費の支出(2月分) 13,878

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れに係る経費の支出(2月分) 24,948

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 軽四輪貨物自動車の借入れに係る経費の支出③(2月分) 108,216

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 軽四輪貨物自動車の借入れに係る経費の支出④(2月分) 18,576

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 フレッシュ＆Ｕターン後継者セミナーテキストの印刷 511,920

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 掃除機等５点の購入 101,584

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 PPV感染樹伐採等に係る事前打合せ票の印刷 81,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

南多摩農業改良普及センター光熱水費等負担金の支出 137,727

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月26日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ストップ遊休地再生事業費補助金の支出 504,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費
負担金補助及交付
金

H29農地・農業用施設災害復旧事業費補助金概算払支出 2,674,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 PPV緊急防除に係る感染樹伐採委託(東久留米・小平１) 1,890,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 34,478,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 16,026,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 PPV緊急防除に係る感染樹伐採委託(青梅市その７) 1,566,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金支出 1,926,150

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 平成29年度城山治山工事の契約代金支払 7,974,059

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 平成29年度大久野治山施設災害復旧工事の契約代金支払 4,244,578

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 原材料費 砂の購入 43,200

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 追録の購入 10,121

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 保安林管理委託 1,782,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 管外宿泊出張旅費の支出について（福島県） 30,340

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月05日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 管外宿泊出張旅費の支出について（福岡県） 147,600

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 大型プリンターの借入れ代金の支出 9,072

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 森林事務所ファイルサーバーの借入れ代金支出 20,304

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 青梅合同庁舎自家用電気工作物定期点検保守委託2月分 35,964

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備　　3月分 2,808

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備　　3月分 225,602

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 平成29年度平石治山施設災害復旧工事の契約代金支払 12,080,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

２９間伐対策補助金支出(第９回) 27,931,887
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産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 青梅合同庁舎警備委託　（2月分） 81,648

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度保育園・幼稚園等による木育推進事業費支出 184,150

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 庁有車の車検（八王子480え5928） 62,240

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）　2月分 40,169

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 一般廃棄物（可燃）資源ごみ（紙）処理業務委託2月分 11,831

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約）2月 5,400

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約）2月 2,025

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 秋川管内林道維持管理委託（単価契約）その２ 263,952

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月12日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 浅川管内林道維持管理委託（単価契約） 72,576

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 青梅合同庁舎建物管理委託　2月分 998,571

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月13日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 都有保健保安林整備委託（明王地区） 5,367,600

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 青梅合同庁舎昇降機設備定期点検保守委託 59,400

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 東京の木多摩産材PR委託（マラソン祭り） 250,560

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 図面複写サービスに関する契約 　2月分 56,160

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 多摩川管内林道維持管理委託（単価契約） 968,112

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 電気料金(事務所）の支払　　2月分 681,036

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 灯油の購入 34,765

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入(単価契約）（秋川）　2月分 3,742

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入（単価契約）(多摩川）　2月分 2,298

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（秋川）　2月分 17,022

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（秋川）　2月分 34,272

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（事務所）2月分 14,490

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（事務所）2月分 14,490

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（浅川）2月分 27,717

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 平成29年度上川治山工事の契約代金支払 15,609,596

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医に要する2月分の経費の支出 63,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 142,248

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 青梅合同庁舎脱臭剤・尿石防止剤の購入3月分 15,552

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 131,716

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木材利用普及啓発推進事業補助金支出 792,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 平成29年度森林情報更新システムプログラム改修委託 1,426,680

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 日影林道維持管理工事 930,960

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 坂沢林道整備委託 680,400

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 青梅合同庁舎門扉改修工事 885,600
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産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 洗濯機外1点の購入 153,942

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 洗濯機外1点の購入 4,752

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 洗濯機外1点の購入 4,968

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（多摩川）2月分 14,871

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）（多摩川）2月分 30,035

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 追録の購入 19,602

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

２９間伐対策補助金の支出(第10回) 15,342,231

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 596,212

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,057

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ３月分  公共料金支払 56,795

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金支出 910,282

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金支出 330,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 平成29年度無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空中撮影委託の代金支払 648,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 平成29年度山地災害危険地区データ更新委託の代金支払 982,800

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 平成29年度秋川林務出張所土地・建物賃借料 933,300

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年２月分例月旅費の支出について 13,528

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 平成30年２月分例月旅費の支出について 54,381

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 平成30年２月分例月旅費の支出について 13,078

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 特別旅費 平成30年２月分例月旅費の支出について 7,600

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 平成30年２月分例月旅費の支出について 38,399

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 使用料及賃借料 バスの借り上げ 64,960

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 カラーコピー機の修理 46,440

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 カラーコピー機の修理 34,560

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 林道情報板の購入 254,772

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金支出 2,667,450

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

２９間伐対策補助金の支出(第１２回) 35,712,908

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月27日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

29間伐対策補助金の支出(第11回) 8,047,251

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金支出 336,170

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都林業用優良種苗生産事業補助金 367,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 凍結防止剤の購入 196,020

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 多摩川管内林道維持管理委託（単価契約）その２ 833,652

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 補償補填及賠償金 平成29年度林道整備促進事業協力金の支出について 510,408

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 751

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について 125,119
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港湾局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度プリンターの賃貸借の支出について 3,564

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 旅費 普通旅費 職員の海外出張について 596,556

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読の支出 97,160

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度植木の貸借の支出 16,632

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成30年度当初予算説明書の印刷 129,600

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 追録の購入（その18） 32,400

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度第１回自己啓発　資格取得支援金 189,684

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 需用費 一般需用費 「港湾局2018」（事業データ集）の印刷（その２） 63,828

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 11,730

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 19,200

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣（秘書事務）（単価契約）の支出 212,102

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 委託料 平成29年度港湾局文書交換業務委託の支払について 193,172

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリ複合機の賃貸借の支出について 14,688

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度第１回自己啓発　通信教育講座受講支援金 19,490

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成30年度一般会計予算説明資料の印刷 287,280

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 組織運営費の支出について（平成30年第1回定例会） 53,400

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成30年度一般会計予算明細書の支払い 233,280

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 組織運営費の支出について（平成30年第1回定例会） 9,400

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 委託料 パンフレット「PORT OF TOKYO2018」版下作成委託支払 1,068,120

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 委託料 平成29年度東京港の社会科見学客船運航委託代金の支払 1,220,000

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

使用料及賃借料 青海フロンティアビル賃料・共益費の支払(3月分) 5,528,257

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 青海フロンティアビル賃料・共益費の支払(3月分) 4,620,982

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その４)（単価 8,149

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その４)（単価 8,148

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その４)（単価 6,984

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その１)（単価 2,494

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その１)（単価 2,494

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その１)（単価 2,138

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 追録の購入（その19） 141,048

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（その20） 38,246

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その2)(カラー) 2,057

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その2)(カラー) 7,200

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その2)(カラー) 5,437

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度第１回自己啓発　通信教育講座受講支援金 7,020
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港湾局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 組織運営費の支出について（平成30年第１回定例会） 17,800

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度プリンターの賃貸借の支出について 3,564

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支払 182,005

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 平成29年度携帯電話使用料の支出 4,026

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 平成29年度携帯電話使用料の支出 2,378

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 平成２９年度モバイルブロードバンド接続契約の支払 5,942

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 平成２９年度インターネット接続契約 10,616

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 役務費 平成29年度モバイルブロードバンド接続契約（その2） 5,942

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 追録の購入（その21） 48,000

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の精算について 1,650

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 自動車任意保険契約の支払（第３回増額変更分） 2,280

港湾局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について 82,624

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 タクシー利用に係る経費の資金前渡について 140,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 タクシー利用に係る経費の資金前渡について 10,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 客船誘致広報PR用ﾁﾗｼ(ｱｲｺﾝ有り版）の作成（資金前渡） 23,657

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 職員の海外出張に係る経費の資金前渡について 204,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 29航路及びアライアンス情報調査の業務委託の支払い 64,800

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 港湾統計システム用機器類の借入れの支払い 64,584

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度港湾統計調査資料収集作業委託の支払い 119,115

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度中国国際旅游産業博覧会2017運営業務委託 2,518,070

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 使用料及賃借料 衛星電話の賃貸借契約料金の支払い 40,392

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度バナー・アートワークの制作 54,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 港湾環境整備負担金制度について外1件の印刷の支出 89,424

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 立入禁止看板の作製委託 293,760

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 29年度港湾統計システム運用支援業務委託の支払い 1,036,800

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 NACCS(港湾統計作成用データ授受機能)利用契約の支払 94,392

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 29年度港湾統計調査資料の作成業務委託の支払い 111,585

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読の支払い(2月分) 32,568

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読の支払い(2月分) 18,360

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払いについて 33,558

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その2)の支払い 47,900

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度外貿コンテナふ頭周辺道路渋滞長調査委託 4,860,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 23,429

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度港湾経営部ファイルサーバの賃借料(２月) 20,412
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港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 29電子計算機入力データファイル作成処理委託の支払い 104,284

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度屋形船のし尿受入業務委託（2月分） 207,360

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

「ｸﾙｰｽﾞ客船ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ2018・2019」広告掲載負担金支出 108,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 中等科研修受講に係る旅費の支出について(精算払) 65,947

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月23日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度港湾環境整備負担金に係る収益納付 24,537

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 29インターネットサービスプロバイダの契約の支払い 2,322

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 東京港整備貸付金 貸付金 東京港埠頭㈱への貸付金の支出 903,720,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 東京港整備貸付金 貸付金 東京港埠頭㈱への貸付金の支出 262,680,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,284

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度 船だまり整備基本計画調査委託 3,758,400

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

「シートレード・クルーズ・グローバル2018」共同出展 120,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払い(2月) 37,738

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(平成29年2月分) 126,996

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(平成29年2月分) 22,783

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(平成29年2月分) 81,159

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度出入管理情報システムの使用料の支払い 3,750,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 29電子計算機入力データファイル作成処理委託の支払い 94,726

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度港湾統計調査資料の作成業務委託の支払い 118,051

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 東京港のPR推進のための見学会の実施に係るバスの借上 65,880

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 「海上公園ビジョン」の印刷 249,642

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度広域利用事業における海上移送委託 123,925,464

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度若洲海浜公園防雷小屋建替工事代金の支払い 7,412,000

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度建設発生土受入委託概算払（第4四半期） 1,272,912,000

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 50,000

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度海上公園基礎資料作成委託委託代金の支払い 1,080,000

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

負担金補助及交付
金

平成29年度豊洲地区防潮護岸整備に伴うガス水底管移設 386,754

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 H29　 13号地新客船ふ頭航路泊地しゅんせつ（その１） 121,150,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度東京港水底土砂有効利用支払（第四回） 23,573,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度東京港水底土砂有効利用支払（第四回） 44,199,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

使用料及賃借料 港湾局地質ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ機器等の賃貸借３(長期継続契約) 10,368

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 H29新砂水門角落し塗料成分調査委託の完了払い 270,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成30年度起工書表紙の印刷に係る代金の支出 93,150

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度港湾海外防災協議会負担金の支払い 1,315,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（24）に係る代金の支出 6,631
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港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月） 38,272

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月） 1,036

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 881

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 IT化推進(図面の電子化対応)用機器等の賃貸借(その３) 26,439

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

使用料及賃借料 IT化推進(図面の電子化対応)用機器等の賃貸借(その３) 4,406

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 IT化推進(図面の電子化対応)用機器等の賃貸借(その３) 4,406

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

使用料及賃借料 ＣＡＤライセンス管理用機器等の賃貸借（２月分） 20,248

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

負担金補助及交付
金

勝どき二丁目及び晴海一丁目朝潮運河護岸費用負担支払 223,341,748

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 「平成２９年度新聞の購読」の支払い（２月） 22,154

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度京浜運河(八潮一丁目)防潮堤建設工事(その1 246,100,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度京浜運河(八潮一丁目)防潮堤建設工事(その1 6,600,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借（２月分） 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借（２月分） 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借（２月分） 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借（２月分） 24,009

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成２９年度大井航路泊地維持しゅんせつ工事 121,095,200

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費
負担金補助及交付
金

平成29年度首都圏港湾連携推進協議会分担金の支払い 150,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

工事請負費 H29新海面処分場しゅんせつ土砂仮置送泥(その3)前払 226,800,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 82,539

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 31,246

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 69,344

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度港湾局CADｼｽﾃﾑ用ｿﾌﾄの買入れ（その2） 283,145

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度東雲運河(豊洲四丁目)内部護岸建設工事(そ 202,500,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度東雲運河(豊洲四丁目)内部護岸建設工事(そ 39,400,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 881

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 843

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,111

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成３０年２月分） 17,614

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成３０年２月分） 36,099

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成３０年２月分） 277,435

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成27年度呑川防潮堤建設工事 25,563,200

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度勝どき五丁目陸上防潮堤設計 6,400,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 155,282

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰの使用及びﾀｸｼｰ供給契約の支払い(2月) 107,094
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港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 H29東京都港湾局建設資材等の価格調査委託の完成払 523,610

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 H29東京都港湾局建設資材等の価格調査委託の完成払 523,610

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 H29東京都港湾局建設資材等の価格調査委託の完成払 4,196,743

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 H29東京都港湾局建設資材等の価格調査委託の完成払 3,425,912

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

委託料 H29東京都港湾局建設資材等の価格調査委託の完成払 942,125

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 Ｈ２９中防内５号線外２路線環境影響評価書変更調査 1,296,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成27年度呑川防潮堤建設工事 360,958,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度13号地新客船ふ頭連絡通路歩道建設工事 177,100,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費
負担金補助及交付
金

平成29年度国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金 11,514,766,721

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成28年度新砂水門（再整備）建設工事（その３） 1,762,399,431

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成28年度新砂水門（再整備）建設工事（その３） 373,710,462

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

工事請負費 H29新海面処分場Dﾌﾞﾛｯｸ東側護岸地盤改良工事(その3) 345,758,800

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度勝島運河水域環境調査委託 1,998,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 504

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 H28年度13号地新客船ふ頭岸壁(-11.5m)駐車場等用地建 1,956,880,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

役務費 東雲水門発電機室及び危険物倉庫の計画通知手数料 14,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度東雲北運河(潮見二丁目)内部護岸地盤改良工 66,200,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度東雲運河（豊洲四丁目）内部護岸建設工事 139,700,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度夢の島マリーナ電気設備改修工事 128,564,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 H29年度13号地新客船ふ頭航路泊地（その２） 113,512,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 汚泥しゅんせつ費 委託料 平成２９年度東京港水域環境調査委託 1,242,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 H29東京港防災船着場整備検討調査委託の完了払 3,024,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 平成29年度海の森水上競技場DBアドバイザリー業務(そ 12,500,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 追録の購入（26）に係る代金の支出 17,910

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 追録の購入（27）に係る代金の支出 16,237

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度旧阿古漁港船客待合所解体その他工事 4,782,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度旧阿古漁港船客待合所解体その他工事 16,618,840

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 追録の購入（10） 2,376

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 15,793

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 160,579

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 33,061

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 63,433

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 165,705

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 平成29年度若郷漁港海岸離岸堤(改良)建設及その他工事 176,297,450
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港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 平成29年度若郷漁港海岸離岸堤(改良)建設及その他工事 5,534,950

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場現況及び障害物測量 4,016,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度神湊港護岸（防波）Ⅱ建設工事 322,992,400

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 H29年度三浦漁港(1)防波堤(改良)深浅及びその他測量 5,400,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度羽伏漁港-7.5M岸壁建設及びその他工事 234,843,865

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度羽伏漁港-7.5M岸壁建設及びその他工事 58,710,966

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度羽伏漁港-7.5M岸壁建設及びその他工事 39,137,666

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度羽伏漁港-7.5M岸壁建設及びその他工事 2,609,280

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度羽伏漁港-7.5M岸壁建設及びその他工事 652,320

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成29年度三浦漁港海図補正測量(完成払) 4,233,600

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い 66,506

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 タクシー利用に係る資金前渡について 18,410

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/15-3/16（概算払） 245,875

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/12-3/16（概算払） 60,707

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/12-3/16（概算払） 464,616

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/12-3/14（概算払） 379,635

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度三池港船客待合所改修工事 16,200,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成29年度神湊漁港ほか1箇所照明施設等改修設計 1,944,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 59,861

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 73,223

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 55,209

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 28,224

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度伊豆諸島等多言語表示案内板版下作成委託 2,473,200

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（2/26～3/2）確定払 44,442

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（2/28～3/1）確定払 430

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（2/28～3/2）確定払 22,200

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/14-3/15（概算払） 88,786

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/15-3/16（概算払） 35,106

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（2/23～2/24）確定払 4,180

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（2/24～2/25）確定払 4,812

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度利島港防波堤（北）建設工事 241,048,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度二見漁港潮路橋改修及びその他工事 26,842,961

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度二見漁港潮路橋改修及びその他工事 51,529,039

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度神湊港護岸(防波)Ⅱブロック製作工事 130,208,400
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港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 平成29年度神湊港護岸（防波）Ⅱ災害復旧緊急設計 5,400,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度電子プリンタの賃貸借の支払い 8,964

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 使用料及賃借料 平成29年度ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃貸借の支払い 4,968

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度利島港防波堤(波除)(東)建設工事 275,440,542

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度利島港防波堤(波除)(東)建設工事 60,340,658

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 15,616

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 33,572

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 88,855

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 14,124

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（港湾局離島港湾部） 68,223

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払い 7,776

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払い 7,776

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払い 5,184

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払い 5,184

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（カラー・モノクロ）支払い 22,550

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（カラー・モノクロ）支払い 28,992

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（カラー・モノクロ）支払い 14,496

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（カラー・モノクロ）支払い 14,496

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について　3/23（概算払） 22,860

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 64,170

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（3/1～3/2）確定払 1,100

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度青ヶ島港護岸(防波)(東)及岸壁(-6.0m)鋼枠 41,574,537

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度青ヶ島港護岸(防波)(東)及岸壁(-6.0m)鋼枠 24,585,463

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 平成29年度新島港海岸離岸堤(副堤)建設工事 145,078,787

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度新島港海岸離岸堤(副堤)建設工事 90,813

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度利島港防波堤(波除)(北)(改良)ブロック製作 33,876,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 平成２９年度神津島外土砂仮置場土壌調査委託 1,296,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成２９年度神津島外土砂仮置場土壌調査委託 1,296,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 元町港船客待合所外16施設における公衆無線ＬＡＮ 92,453

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 お台場海浜公園外11公園委託料の支払い 22,636,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度若洲海浜公園照明設備改修工事 20,450,016

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度青海トンネル換気設備点検委託 7,560,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 平成29年度南部地区道路橋梁維持工事（単価契約） 2,081,589

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成２９年度竹芝客船ﾀｰﾐﾅﾙ施設指定管理委託料の支払 22,343,750
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度大井水産物ふ頭桟橋補修実施設計 4,024,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 原材料費 操舵用油圧ポンプ一式の購入 248,184

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度労働者派遣(東京ヘリポート受付等事務)支払 344,210

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い（南部地区） 657,746

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 538,408

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 プリンターインク外16点の購入 243,216

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 ロープ外11点の購入 370,051

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 原材料費 潤滑油フィルター外１２点の購入 93,571

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ３月分  公共料金支払 4,928

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ３月分  公共料金支払 5,446

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成２９年度東京港港湾情報システム機器の借り入れ 671,155

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度葛西海浜公園南北連絡橋健全度調査委託 6,750,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 733,849

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度南部地区ふ頭内樹木及び緑地維持管理委託 552,992

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 工事請負費 平成29年度港湾労働者品川宿泊所受変電設備補修工事 1,028,160

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外17点の購入 238,135

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

監視カメラ及び無線設備電気料金負担金の支出：1月分 2,482

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い（台場地震観測所） 2,919

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 21,624

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 3,018

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備 8,690

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 報償費 弁護士相談に伴う経費の支出 20,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,524

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,170

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 155,982

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

原材料費 道路補修材の購入その４ 596,160

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 軽油の購入 28,214

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い（東部地区） 992,618

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 電波使用料の支払い 1,200

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（日の出庁舎）に関する契約（ 8,606

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度労働者派遣(東京ヘリポート受付等事務)支払 303,238

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,994

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,197
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,596,062

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度南部地区路面清掃委託 5,126,495

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 備品購入費 平成29年度特種用途自動車（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ）の買入れ 48,600,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 平成29年度芝浦アンカレイジ管理棟空調設備新替工事 972,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度レインボーブリッジ舗装補修工事 32,400,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度レインボーブリッジ舗装補修工事 22,700,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度臨海トンネル遠方監視制御設備改修工事 336,900,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 平成29年度青海トンネル管理事務所門扉補修工事 279,720

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度南部地区道路付属物等清掃委託（単価契約） 4,167,068

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成２９年度ＥＴＣ利用料金に係る前渡金の準備 5,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京ヘリポート気象観測業務委託の支払い 1,980,720

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京ヘリポート航空障害灯の電気使用料支払 19,813

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京ヘリポート情報提供業務委託の支払い 5,614,282

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度電子情報処理組織(NACCS)使用に伴う負担金 1,093,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　PPCコピー等（単価契約）について 59,474

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 監視艇「みやこ」油圧操舵機修繕 180,900

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 カラープリンターの修繕 81,702

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 トランスミッションオイル外4点の購入 153,014

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度海の森公園予定地B地区植樹地管理委託その2 4,165,020

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車の点検・整備（品川400と3870） 20,029

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費
負担金補助及交付
金

電気供給設備変更工事の負担金の支払いについて 56,200

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度臨海副都心地区路面清掃委託 4,874,996

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 海上公園徴収事務用納付書（一般会計用）の印刷 48,384

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 カットカラーコーン外１点の購入 259,200

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

原材料費 道路補修材の購入その５ 894,240

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 インクカートリッジ外１０点の購入 290,820

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 スリッパ外３点の購入 131,371

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 コピー機用トナー外17点の購入 290,347

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 内国旅費の支出について（福島県） 27,109

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 内国旅費の支出について（広島県） 91,680

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京ヘリポート消防及び警備業務委託の支払 4,259,520

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入3月分(単価契約)の支払 40,832

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入3月分(単価契約)の支払 47,442
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度海の森公園水道料金の支払いについて 12,294

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 登録航空機一覧表追録の購入 8,272

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度青海トンネル照明設備等改修基本実施設計 4,860,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 工事請負費 平成２９年度東京港管理事務所カードリーダー移設工事 251,640

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 300

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度 軽油の購入2月分（単価契約）代金の支払い 898,214

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成29年度 軽油の購入2月分（単価契約）代金の支払い 17,885

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)東京ヘリポート 25,620

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年１月分） 5,450

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年１月分） 40,518

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年１月分） 1,232

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年１月分） 54,082

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 報償費 産業医報酬の支出について（平成３０年２月分） 63,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度芝浦ふ頭外10か所自家用電気工作物保安業務 214,073

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度レインボーブリッジ昇降機定期点検保守委託 442,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度臨海トンネル城南島側換気所昇降機定期点検 109,080

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 29年度東京港4ﾄﾝﾈﾙ・2橋梁施設運転監視及び保守業務 36,288,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度臨海ﾄﾝﾈﾙ中央防波堤側換気所昇降機定期点検 115,560

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度第二航路海底ﾄﾝﾈﾙ昇降機定期点検保守委託 128,520

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 指令センターエアコンの修繕 486,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度ヘリポート施設電気料金の支払い（2月分） 6,892

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度船舶運航管理業務委託（2月分） 14,288,400

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度船舶運航管理業務委託その2（2月分） 272,160

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度海の森公園電気料金の支払いについて 12,613

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成２９年度　施設補修課携帯電話料金支払い(2月分) 5,597

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度入港料徴収事務委託（1月分） 49,213

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 「建設物価外3点の購読」の購読料の支払いについて 43,230

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 「積算資料外２点の購読」の購読料の支払いについて 33,426

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,235

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 29年度所管道路における鳥獣死骸処理業務委託(単価） 2,808

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 29年度所管道路における鳥獣死骸処理業務委託(単価） 203,040

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度通信施設（15号地信号所）電気料（2月分） 102,350

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,480

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,250
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,766

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,670

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,134

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 29年度臨海ﾄﾝﾈﾙ中央防波堤側換気所外6か所浄化槽点検 737,424

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 工事請負費 平成29年度晴海四丁目港湾施設用地等管理柵設置緊急工 398,520

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度お台場海浜公園深浅測量 921,240

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 一般需用費 平成29年度庁有車点検・整備(品川480え3944)「点検」 31,386

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 241,365

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 406,194

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 199,134

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,375

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 250,066

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 37,433

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 747,012

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,053

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 626,227

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,445

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 251,489

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 381,639

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸借に関する契約の支払い 42,120

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度第二航路海底トンネル換気設備維持補修工事 123,120,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ＰＣＢ廃棄物（安定器等・汚染物）の収集運搬委託 100,966

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ＰＣＢ廃棄物（安定器等・汚染物）の収集運搬委託 17,950

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 国際水域施設制限区域のお知らせの印刷 98,280

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度東京港臨海トンネル換気設備維持補修工事 112,320,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 小型高圧洗浄機外５点の購入 52,488

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 備品購入費 小型高圧洗浄機外５点の購入 139,320

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度大井ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ電気料等に係る負担金の支出 66,386

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金の支払い 43,396

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ３月分  公共料金支払 11,829

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,137

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ３月分  公共料金支払 4,140

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,066

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,296
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,137

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,640

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 辰巳の森海浜公園外6公園委託料の支払い 15,583,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 葛西海浜公園委託料の支払い 6,026,500

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度船員詰所外２か所建物管理清掃業務委託 39,960

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 平成29年度　庁有車修繕（品川４８０え１７１０） 6,309

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 平成29年度庁有車点検・整備（品川480こ444）「点検」 36,498

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度海の森公園電気料金の支払いについて 193

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに係る支払（２月分） 8,358

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 平成29年度通信料金の支払い(レインボーブリッジ風向) 4,320

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度プロバイダ料金の支払（2月分） 2,127

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,108

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 お台場海浜公園外11公園委託料の支払い 22,636,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 東京港管理事務所大井事業所外１か所消防用設備等点検 149,860

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度葛西海浜公園電気設備改修設計 2,376,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京夢の島マリーナ浮桟橋補修設計 526,400

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 太陽電池式ＬＥＤ灯ろう部品２点の購入 129,600

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 中央防波堤外側ふ頭桟橋係船柱増設工事に係る支払 57,681,865

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 郵便切手の購入（一般会計） 84,500

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 役務費 京浜島緑道公園便所改築に係る確認申請手数料の支払い 14,500

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度芝浦通船ターミナルに係る管理費負担金 226,314

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度芝浦通船ターミナルに係る光熱水費の支出 157,331

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 複写サービス(港南庁舎)に関する契約(単価契約)の支払 47,732

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 役務費 若洲海浜公園防災整備工事に係る工作物完了検査手数料 9,600

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 役務費 海の森公園作業小屋設置工事に係る完了検査手数料 16,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 役務費 大井中央海浜公園倉庫及び危険物倉庫完了検査手数料 16,900

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給（単価契約）の支払い（2月分） 24,775

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 役務費 辰巳の森緑道公園便所新築に係る確認申請手数料 14,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 動物死体処理手数料の支払いについて 2,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 大井ふ頭中央海浜公園外14公園委託料の支払い 26,420,417

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 東京港野鳥公園委託料の支払い 10,276,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 29年度ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ外3か所自家用電気工作物定期点検 1,500,984

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 スライスターペラ外28点の購入 340,826

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 コンテナバックの購入 171,720
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支払い（衛星電話） 28,176

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ３月分  公共料金支払 5,604

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,678

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,608

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,499

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,994

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,240,846

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,866

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 821,823

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,228

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,516,229

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,948,838

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 建設物価の購読 38,280

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京都東京ヘリポート建物管理委託(2月分) 200,880

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 指令センター用被服外4点の購入 85,104

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度道路巡回臨時警備委託（単価契約） 989,010

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 日経コンストラクションの購読」 23,300

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ及び青海ﾄﾝﾈﾙ等路面清掃委託 8,747,634

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度第二航路海底ﾄﾝﾈﾙ交通量計測器保守点検委託 533,520

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 東京海員会館外壁散水調査委託 383,400

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度東部地区街路灯橋梁灯保守委託その２(単契) 2,153,301

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 29年度南部地区街路灯橋梁灯保守委託その2(単価契約) 1,891,544

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 「建築技術の購読」の購読料の支払いについて 22,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年２月分） 6,140

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年２月分） 60,699

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年２月分） 3,849

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（一般会計）（平成３０年２月分） 85,902

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度指令センターインターネット利用料の支払い 4,860

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 36,020

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度道路等巡回及び埋立地警備業務委託 12,907,932

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度東京ゲートブリッジ昇降機定期点検保守委託 139,320

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度ｼﾝﾎﾞﾙﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ公園駐車場外改修工事 9,195,544

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ高圧受変電設備維持補修工事 14,040,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 工事請負費 平成29年度東京港管理事務所日の出庁舎3階照明設備補 337,608
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 しゅんせつ土砂処分用旗の購入 199,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外10点の購入 155,057

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度若洲海浜公園防災整備工事 38,435,440

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 ＰＣＢ廃棄物（安定器等・汚染物）の処分委託 12,249,377

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 ＰＣＢ廃棄物（安定器等・汚染物）の処分委託 2,177,667

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 一般需用費 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ台場側陸上部給水ﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾊﾞﾙﾌﾞ修繕 234,360

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成２９年度竹芝客船ﾀｰﾐﾅﾙ施設指定管理委託料の支払 22,343,750

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い（南部地区） 668,196

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度13号地新客船ふ頭既設桟橋撤去工事 22,623,959

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度13号地新客船ふ頭既設桟橋撤去工事 50,677,698

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度13号地新客船ふ頭既設桟橋撤去工事 38,491,143

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防外5号線及び3号線共同溝詳細設計 9,434,436

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防外5号線及び3号線共同溝詳細設計 405,564

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度清掃船（第六清海丸）修繕 9,612,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度指揮艇（はまかぜⅡ）修繕 2,786,400

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年１月分／一般会計) 34,645

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年１月分／一般会計) 140,854

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年１月分／一般会計) 63,580

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年１月分／一般会計) 97,332

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年１月分／一般会計) 786,164

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 ＬＥＤ照明灯具の購入（資金前渡） 15,660

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度監視艇（はやみ）修繕 10,854,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度第二高潮対策センター電気室空調機設置工事 1,458,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度中防内５号線橋りょうしゅんせつ工事 51,800,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

役務費 高潮辰巳第二管理職員住宅(仮称)新築工事完了検査申請 49,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　水道料金の支出について 50,498

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成２９年度　水道料金の支出について 425,051

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費
負担金補助及交付
金

資格取得研修受講費用【海技士免許更新（身体検査）】 3,240

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 135,480

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,750

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,456

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 37,080

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成28年度中防内５号線共同溝ほか整備工事 94,078,800

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度臨港道路新木場若洲線ほか現況測量 614,611
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度臨港道路新木場若洲線ほか現況測量 585,389

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度江東・中央地区海岸保全区域護岸等巡回点検 379,080

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(12月分) 58,017

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(12月分) 10,722

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(12月分) 25,851

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度港・港南地区海岸保全区域護岸等巡回点検委 432,475

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(三重県　3/6-7) 73,760

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 平成２９年度　郵便切手の購入 15,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 平成２９年度衛星携帯電話料金の支出（１月分） 25,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(八丈島　3/6-7) 215,070

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 Ｈ29若洲海浜公園東側護岸深浅測量及びその他業務 1,200,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29第二高潮対策センター庁舎ｶﾞｽ料金の支出（２月分） 3,287

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29高潮対策センター庁舎ｶﾞｽ料金の支出（２月分） 5,210

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,271

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,163

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月06日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,226

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 H29東京港建設事務所高潮対策ｾﾝﾀｰ外6か所建物管理委託 445,898

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの借入れの支払い 10,584

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度東京港海岸保全施設自家用電気工作物保安業 383,378

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度京浜運河（八潮一丁目）防潮堤補足設計 6,140,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度東京港陸こう等非常時操作及び点検整備委託 34,407,349

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 大井港務通信所(仮称)(新築)昇降機工事建築確認手数料 9,600

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(福岡県　3/8-9) 74,396

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 使用料及賃借料の支出について(福岡県　3/8-9出張分) 14,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月07日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費
負担金補助及交付
金

資格取得研修受講費用【五級海技士免許（機関）】 4,480

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

工事請負費 平成29年度豊洲水門階段外補修工事 864,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約）第二高潮 16,162

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約）高潮対策セ 37,879

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 H29複写サービスに関する契約(単価契約）(維持保全) 20,045

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(１月分) 49,352

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(１月分) 3,819

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(１月分) 4,700
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成29年度ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの購入(東雲待機宿舎)の支出 3,012

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 H29 港南庁舎電話交換設備保守点検委託 45,144

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 使用料及賃借料 東京都防災行政無線用FAXの借入れ 33,480

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港管理事務所・東京港建設事務所庁舎機械警備委託 108,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車の車検整備 68,936

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 小型四輪貨物自動車の車検整備 17,350

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 公課費 小型四輪貨物自動車の車検整備 5,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 メンテナンスユニット外3点の購入 70,426

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(白黒･ｶﾗｰ)(単価契約) 46,789

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度新海面処分場Dブロック周辺水路測量 2,700,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 自動車修繕（足立430さ9723） 234,478

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港建設事務所３階大会議室FAX回線設定作業委託 26,028

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機外２点の購入 162,972

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 洗濯機外２点の購入 4,968

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 洗濯機外２点の購入 6,912

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月12日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 106,552

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの借入れの支払い 20,520

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度深浅測量装置の借入（長期継続契約） 1,758,736

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度清掃船（清海丸）修繕 6,156,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成２９年度軽油の購入（２月分）（単価契約） 2,200,824

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月13日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29高潮対策センター庁舎水道料金の支出（３月分） 43,574

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 H29東京港建設事務所分室電話交換設備保守点検委託 4,930

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 H29東京港建設事務所分室電話交換設備保守点検委託 6,275

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港管理事務所建設事務所合同庁舎の清掃業務委託 424,656

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防内３号線ほか道路修正設計 754,925

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防内３号線ほか道路修正設計 2,863,460

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防内３号線ほか道路修正設計 1,264,537

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防内３号線ほか道路修正設計 4,501,078

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 原材料費 H29ﾄﾞﾗｸﾞｻｸｼｮﾝ式浚渫船(海竜)主配管部交換部品の購入 2,249,100

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 医薬品の購入 56,160

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(三重県　3/15-16) 73,760

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

負担金補助及交付
金

平成29年度青海ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ賃貸借契約に係る負担金支出 315,462

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費
負担金補助及交付
金

平成29年度青海ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ賃貸借契約に係る負担金支出 435,893
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度若洲海浜公園防雷小屋建替工事監理等業務 855,360

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 342,708

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 117,185

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

使用料及賃借料 H29青海フロンティアビル車室(自動車保管場所)賃貸借 162,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 H29青海フロンティアビル車室(自動車保管場所)賃貸借 270,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 自動車リース契約の賃借料の支出 40,608

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 1,882,388

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 82,777

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 26,755

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 200,480

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成28年度朝潮運河（月島二丁目）内部護岸建設工事 61,079,200

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 ウエス外10点の購入 178,200

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 布テープ外5点の購入 177,120

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 海図の購入 4,363

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度 免税軽油代金の支払(2月分)(単価契約) 46,202

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 光熱水費 平成29年度 免税軽油代金の支払(2月分)(単価契約) 129,568

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成29年度 免税軽油代金の支払(2月分)(単価契約) 183,805

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(単価契約) 20,403

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(白黒・ｶﾗｰ)(単価契約)2 28,695

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(白黒・ｶﾗｰ)(単価契約)2 28,695

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(白黒・ｶﾗｰ)(単価契約)2 28,878

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(白黒・ｶﾗｰ)(単価契約)2 28,877

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 H29複写サービスに関する契約(単価契約）(維持保全) 16,524

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約） 37,215

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(白黒・カラー) 80,750

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,045

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度有明ふ頭連絡線道路修正設計 6,887,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度有明ふ頭連絡線道路修正設計 2,401,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度指揮艇（しぶき）修繕 3,780,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29高潮対策センター庁舎電気料金の支出（２月分） 461,605

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29陸こう(芝G-12)電気料金の支出（２月分） 1,863
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（システム外旅費） 6,075

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 460,084

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 29,219

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,533

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,928

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 546,944

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月19日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,145

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 201,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 49,828

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 16,609

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 116,083

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度監視艇（みやこ）修繕 6,210,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

負担金補助及交付
金

晴海五丁目陸上防潮堤建設工事に伴う負担金支払 5,262,840

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,958

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 3,675

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 22,114

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 14,998

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 3,028

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 5,430

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,785

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,790

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 5,819

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月20日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 17,912

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 H29東京港建設事務所高潮対策ｾﾝﾀｰ外6か所建物管理委託 389,871

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

使用料及賃借料 南前堀水門宿舎借上げ住宅に係る賃貸料の支払い 119,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

使用料及賃借料 平成29年度高潮防災行政無線システムの借入れ 120,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度新海面処分場工事記録撮影委託 571,320

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 原材料費 測量船（たんかい）排水用弁外1点の購入 174,484

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 小型四輪貨物自動車の車検整備 96,686

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 小型四輪貨物自動車の車検整備 17,350

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 公課費 小型四輪貨物自動車の車検整備 5,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

使用料及賃借料 借上げ住宅に係る賃貸料の支払いについて 134,500

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

原材料費 バッテリーの購入 109,587
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 汚泥しゅんせつ費 需用費 一般需用費 トナー外11点の購入 277,689

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 H28年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約）高潮対策セ 35,021

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

使用料及賃借料 平成２９年度ファクシミリの借入れ 12,204

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度10号地その2北西側護岸深浅測量及びその他 1,517,400

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度あけみ橋底質調査委託 1,047,600

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 H29遠方監視システム電話料金の支出（２月分） 16,664

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度東京港海岸保全施設自家用電気工作物保安業 318,578

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度東京港陸こう等非常時操作及び点検整備委託 31,077,605

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度中防外１号線雨水管現況測量 1,913,600

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度ﾄﾞﾗｸﾞｻｸｼｮﾝ式浚渫船（海竜）浚渫配管修繕 4,590,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

工事請負費 H29中央防波堤外側その2埋立地東側護岸補修工事(その1 77,300,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,219

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,146

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,010

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,842

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,888

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 155,467

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,163

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,461

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月26日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 32,770

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 29曙運河（辰巳二丁目）内部護岸建設工事（その２） 73,500,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度北前堀防潮堤修正設計 4,600,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約）第二高潮 15,984

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 光熱水費 平成29年度船舶用軽油の購入(2月分)(単価契約)の支払 33,501

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 内視鏡外20点の購入 80,202

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29陸こう(芝-16）電気料金の支出（２月分） 1,326

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 H29陸こう(芝-16)電気料金の支出（２月分） 537

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 使用料及賃借料の支出について(埼玉県3/28出張分) 3,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

報償費 新砂水門再整備工事対策検討委員会に伴う経費の支出 53,600

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,359

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月27日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,602
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度高潮・津波からまもるの印刷 270,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成２９年度共用自動車リース料金の支払 43,200

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 H29ﾄﾞﾗｸﾞｻｸｼｮﾝ式浚渫船(海竜)船内入口扉錠前修繕 220,320

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度指揮艇（青海）集合配電盤MCCB修繕 431,298

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成28年度南前堀防潮堤建設工事 106,028,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度芝浦排水機場ＩＰ多機能電話機接続基板修繕 999,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成２９年度下半期プロパンガスの購入（単価契約） 16,794

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出(第二ｾﾝﾀｰ分・船舶工場分) 419,175

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出(第二ｾﾝﾀｰ分・船舶工場分) 95,186

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出(第二ｾﾝﾀｰ分・船舶工場分) 307,722

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度監視艇（わかしお）燃料管その他修繕 972,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入(2月分)(単価契約)の支払 38,666

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度江東・中央地区海岸保全区域護岸等巡回点検 379,080

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（取消手数料　三宅島） 2,580

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（精算払　大島　2/26-27） 53,456

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

報償費 弁護士相談に伴う経費の支出について 64,800

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 汚泥しゅんせつ費 工事請負費 平成29年度海老取運河汚泥しゅんせつ工事 48,600,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 Ｈ29逆流防止扉（月V-7及び月V-11）廃止整備設計 2,394,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 29京浜運河（港南四丁目）防潮堤（改良）建設工事 63,700,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 29京浜運河（港南四丁目）防潮堤（改良）建設工事 11,900,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 50,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 70,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 120,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 150,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 480,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

委託料 平成29年度汐浜運河外3か所磁気探査 30,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 工事請負費 東京港建設事務所 冷却水ポンプ電磁開閉器交換工事 280,800

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月29日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払い 40,653

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 H29八重根漁港衛生施設(便所)新築工事監理等業務 1,944,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度清掃船（第三清海丸）修繕 3,726,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

委託料 平成29年度防火対象物・防災管理定期点検委託 51,446

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度防火対象物・防災管理定期点検委託 42,514
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 平成29年度破傷風予防接種委託（単価契約） 306,391

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 83,160

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 215,676

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度測量船（たんかい）排気管修繕 486,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 平成29年度廃油の収集運搬及び処分委託 43,200

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度廃油の収集運搬及び処分委託 59,400

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 206,666

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 ポータブルカーナビゲーションの購入 236,736

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 ポータブルカーナビゲーションの購入 118,368

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 ポータブルカーナビゲーションの購入 118,368

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 ポータブルカーナビゲーションの購入 118,368

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 備品購入費 電気チェーンブロックの購入 164,160

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支出 43,788

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 港南庁舎廃棄物収集運搬・処分委託その２（単価契約） 48,985

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 港南庁舎廃棄物収集運搬・処分委託その２（単価契約） 22,129

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 H29京浜運河（八潮一丁目）防潮堤建設工事（その２） 87,100,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度港・港南地区海岸保全区域護岸等巡回点検委 432,475

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(２月分) 73,881

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(２月分) 10,281

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 光熱水費 平成２９年度　自動車用ガソリン代金の支払い(２月分) 21,885

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年03月30日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 スペアキーの購入 49,380

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 切手の購入について（資金前渡） 42,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度航空障害灯の支払について(1月分) 343

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払 7,920

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月05日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 シートキーパーピンの配送に係る経費の支出 324

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月06日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金(光熱水費)(3月分) 17,621

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場ターミナルビル昇降機保守点検委託(2月分) 61,560

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場自家用電気工作物保安管理業務委託(2月分) 30,024

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場構内清掃業務委託(2月分) 152,280

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場駐車場管理システム保守点検委託(2月分) 81,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 平成29年度調布飛行場駐車場無線使用料の支払(1月分) 1,477

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃貸借契約(2月分) 17,787

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(一般需用費)(3月分) 42,027

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について(調布飛行場内)(3月分) 968,621
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港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 小型四輪自動車の車検（多摩400と3758）の支払 71,917

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 小型四輪自動車の車検（多摩400と3758）の支払 19,050

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 公課費 小型四輪自動車の車検（多摩400と3758）の支払 5,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場管理運用業務委託(2月分) 6,454,872

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場気象観測業務委託(2月分) 1,890,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場保安（消防救難・警備）業務委託(2月分) 5,663,952

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 「登録航空機一覧表追録の購入」の支払 8,272

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月12日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場除雪作業委託(その2) 972,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場住民説明会運営業務委託の支払 998,460

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場除雪作業委託の支払 1,890,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場草刈委託(その2)の支払 4,190,400

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月15日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 調布飛行場複写サービスに関する契約(2月分) 14,040

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場環境保全委託の支払 540,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,911

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,950

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 165,187

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 126,606

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,553

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月20日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,442

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月23日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 平成29年度調布飛行場駐車場無線使用料の支払(2月分) 1,477

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場緑地管理委託 996,840

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場法律相談業務委託の支払(2月分) 586,740

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度調布飛行場計測機器校正委託の支払 286,988

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年03月29日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 駐車場パスカードの購入に関する支払 93,312

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 東京都用品システム用機器の借入れ（長期継続契約） 486,000

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃貸(再リース) 14,378

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃貸(長期継続契約) 7,020

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 75,060

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 9,800

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの賃借(長期継続契約) 11,556

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物の借入 20,412

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 34,243

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（総務課） 71,976

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(総務課） 552
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会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（警察出納課） 48,227

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 労働者派遣による秘書事務の委託（単価契約）2月分 209,505

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 住民税電子申告用機器等の借入れ（長期継続契約） 46,656

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 東京都住民税納付事務システム用機器の賃借(再リース) 77,220

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 議会対策に係る組織運営費の支出について(H30予特) 47,200

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払について 117,150

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年２月分） 255,051

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年２月分） 2,726

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について(平成30年2月等非ｼｽﾃﾑ対応者) 10,498

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 135,063

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（総務課）（単価契約） 26,542

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(警察・消防出納課)(単価契約) 17,393

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（出納課）（単価契約） 29,736

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 61,755

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー使用料の支出について（２月分） 37,516

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー使用料の支出について（２月分） 7,750

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,725

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入れ 8,100

会計管理局 管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 報償費 個人番号収集・管理委託の学識経験者への報酬の支出 32,057

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 31,114

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 収入済データの作成処理委託 1,912,431

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 公共料金システム用パソコンの通信サービス利用料金 3,202

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 東京都会計管理局文書集配業務委託 252,720

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 公共料金一括支払の口座引落情報データ処理等委託 208,440

会計管理局 管理部 出納課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 公共料金支払システム用ﾊﾟｿｺﾝ･ﾌﾟﾘﾝﾀの賃借 20,552

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 報償費 東京都会計基準委員への報酬等の支出(平成30年2月分) 71,638

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件(管理費・一般需用費)(3月分) 8,166

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費
負担金補助及交付
金

講習会受講料の支出について（平成29年度下半期分②） 45,360

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 講習会受講料の支出について（平成29年度下半期分②） 216

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ外の借入れの支出について 67,500

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 第47回「東京都会計基準委員会」に係る速記委託 43,200

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 振込手数料の支出（暗号化ソフトウェアの購入） 216

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 「新公会計制度ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2017」報告書（概要版）の印刷 90,720

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 「新公会計制度推進シンポジウム2017」報告書の郵送 136,920
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会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 マルチペイメントネットワーク収納情報中継業務委託 4,001,400

会計管理局 管理部 会計企画課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 マルチペイメントネットワークオプション資料作成委託 162,268

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 耐火金庫修繕に係る経費の支出について 220,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 耐火金庫修繕に係る追加経費の支出について 17,600

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 ｵﾝﾗｲﾝ･ﾘｱﾙﾀｲﾑによる金融情報提供ｻｰﾋﾞｽ利用料の支出 305,130

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 都市外交人材育成基金外８基金への支出について 7,592,055

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 都市外交人材育成基金外８基金への支出について 147,577,271

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 農業構造改革支援基金への支出について 3,070

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 安心こども基金への支出について 63,238

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 イノベーション創出基金への支出について 1,046,457

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 雑誌の買入れに伴う振込手数料の支出について 216

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 積立金 国民健康保険財政安定化基金への支出について 20,610,650,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

積立金 社会資本等整備基金への支出について 7,037,077,190

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 積立金 社会資本等整備基金への支出について 2,366,709,556

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 積立金 社会資本等整備基金への支出について 1,428,384,078

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 報償費 東京都公金管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議委員への報酬等の支出 112,450

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 旅費 特別旅費 東京都公金管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議委員への報酬等の支出 2,434

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 無電柱化推進基金外５基金への支出について 17,331,244

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 耐火金庫購入に伴う役務費の支出について 54,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 積立金 地域医療介護総合確保基金への支出について 11,958,786,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月30日 公債費会計 公債費 公債費 減債基金積立金 積立金 減債基金への支出について 330,298,567

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 会計管理費 積立金 積立金 防災街づくり基金外７基金への支出について 84,153,723

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年03月30日
心身障害者扶養
年金会計

扶養年金費 扶養年金費 扶養年金費 積立金 心身障害者扶養年金基金への支出について 108,563,842

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月01日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 インターネット接続に係るプロバイダ契約 2,322

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 需用費 一般需用費 労働委員会関係法規集(平成30年版)の購入 291,600

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 委員会費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の前渡金支出（３月分） 2,340

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の前渡金支出（３月分） 2,750

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 委員会費 交際費 葬儀における供花等の支出について 16,200

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月08日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 葬儀における供花等の支出について 432

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月15日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成29年10～12月及び30年2月） 2,543

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月19日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 委員会費 旅費 特別旅費 証人費用弁償の支給について（平成３０年２月分） 52,690

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月20日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 委員会費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出（委員） 3,210

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入れ(長期継続契約) 8,748

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 使用料及賃借料 植木等の借入れ 9,396
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労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 需用費 一般需用費 新聞(日刊紙)の購読 36,362

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 インターネット接続に係るプロバイダ契約 2,322

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 使用料及賃借料 スキャナ及びノートパソコンの借入れ 5,616

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ 11,075

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 報償費 行訴(松戸市(国保松戸市立病院)・地裁)弁護料(２月分) 38,790

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 審問等の速記委託(単価契約)に係る支出 198,720

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月23日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出について 64,510

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月28日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（平成30年2月分） 5,659

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 報償費 平成29年度局実務研修「課長代理研修」講師謝金支出 40,200

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 審問等における外国人証人の通訳(その2)(複数単価) 70,221

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月29日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 審問等における外国人証人の通訳(その3)(複数単価) 48,600

労働委員会事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 報償費 平成29年度局研修「都民サービス向上科」講師謝金支出 53,600

病院経営本部 経営企画部 財務課 平成30年03月28日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度当初予算の概要等の印刷に係る支出 125,515

病院経営本部 経営企画部 職員課 平成30年03月26日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月実績） 5,612

生活文化局 総務部 企画計理課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度予算関係資料の印刷 277,992

生活文化局 総務部 企画計理課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡について 12,463

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年2月支出分） 54,430

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年2月支出分） 7,552

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 江戸東京博物館（29）ホール等改修空調設備工事その２ 19,400,000

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 東京都美術館(29)テナント用電力量計更新工事 1,539,000

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 26,513

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費の支出(３月分) 3,640

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ（2月分） 63,936

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 ＣＭＳサーバ等の借入れ（2月分） 37,368

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 オフィス用裁断機（シュレッダー）の賃借（2月分） 11,880

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 郵便料金計器の賃借（2月分） 25,488

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 工事設計システム賃借（2月分） 53,676

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 委託料 平成29年度生活文化局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用支援委託（2月分） 131,760

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ﾎﾞｯｸｽの借入れ(長期継続契約)（2月分） 22,334

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 生活文化局用パーソナルコンピュータ等の賃借(2月分) 225,720

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 携帯型簡易無線機等の賃借（2月分） 7,452

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 工事請負費 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ(29)視聴覚室映像音響設備改修工事 6,609,600

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 委託料 研修委託（課長代理研修「リーダーシップ」） 29,750

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会における組織運営費の支出 130,500
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生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

資格取得支援に係る支援金の交付（平成30年3月分） 3,370

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

通信教育講座受講支援に係る支援金の交付（H30.3分） 21,040

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(ｶﾗｰ)(単価契約)(長期継続契約) 42,042

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 生活文化局総務部ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ）（2月分） 1,944

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 51,057

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 32,256

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 37,605

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成29年11月分：一般職員） 741

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成29年12月分：一般職員） 658

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年2月分：一般職員） 133

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年2月分：幹部職員） 2,665

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 15,674

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 50,118

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 35,160

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 193,123

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 248,525

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 124,000

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度計器使用に伴う後納郵便料金の支出(2月分) 80,255

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年3月支出分） 60,754

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年3月支出分） 6,064

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 人材派遣による秘書業務の委託（１２月分） 273,090

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 人材派遣による秘書業務の委託（１月分） 251,706

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 人材派遣による秘書業務の委託（２月分） 235,668

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 職員の病気休職に係る診断書料の支出について 8,856

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 平成30年予算特別委員会における組織運営費の支出 33,000

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払(２月分) 3,800

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

通信教育講座受講支援に係る支援金交付(H30.3)(その2) 9,710

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 江戸東京博物館（29）トイレ改修工事 7,504,280

生活文化局 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 職員の病気休職に係る診断料及び診断書料の支出 16,884

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認不適合除外分） 4,092

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認不適合除外分） 1,205

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認不適合除外分） 11,892

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認不適合除外分） 508

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月確認不適合除外分） 49,389
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生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29下　TOKYO MXによる都政広報番組の制作・放送(1月) 47,273,760

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29下　TOKYO MXによる都政広報番組の制作・放送(1月) 1,814,400

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 都庁総合ホームページ管理用サーバ機器等の借入れ 57,240

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29年度東京都公式ホームページのコンテンツ作成委託 842,400

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 東京都公式ホームページ読み上げＡＳＰサービス利用 97,200

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 東京都公式ホームページ運営に係る機器等の借入れ 21,168

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度東京都公式ホームページ運営用プロバイダ 2,214

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 備品購入費 集合写真用ひな段の購入 689,040

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 知事出席の集合広聴事業に係るポスター外3点の印刷 296,190

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 シティホールテレビ映像スタジオ設備の借入れ（その２ 636,300

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 29モノクロレーザープリンタの賃借に係る支出 3,240

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度裁断機（シュレッダー）の賃借に係る支出 14,860

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 29ﾃﾚﾋﾞﾗｼﾞｵ視聴聴取率分析資料の購入集計ｻｰﾋﾞｽ利用2月 108,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29ﾃﾚﾋﾞﾗｼﾞｵ視聴聴取率分析資料の購入集計ｻｰﾋﾞｽ利用2月 21,600

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度｢広報東京都｣ﾚｲｱｳﾄ、ｲﾗｽﾄ･ｶｯﾄ類制作等委託 1,490,400

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 29複数少額支払に係る資金前渡（3月分・一般需用費） 6,066

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29複数少額支払に係る資金前渡（3月分・役務費） 692

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ホームページ外国語版掲載記事の翻訳委託（単価契約） 82,512

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 東京都公式ホームページ／とちょうｉに係る物品購入 562,032

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 東京都公式ホームページ／とちょうｉに係る物品購入 48,816

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 ２９年度都政記録写真のデジタルプリント 6,912

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 ２９年度都政記録写真のデジタルプリント 5,184

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,758

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度「広報東京都」電子チラシの配信及び掲載 54,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 29年度デスクトップパソコン外の賃借(長期継続契約） 17,388

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29「広報東京都」音声版の製作・配布委託の経費支出 1,180,768

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 報償費 平成29年度東京動画庁内コンクール審査会謝礼 96,256

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 携帯電話向けコンテンツ変換ASPサービス利用料 81,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29「広報東京都」点字版の製作・配送委託の経費支出 1,674,414

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払 17,595

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払 26,278

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払 10,143

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支払 4,987

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 シティホールテレビ設備映像機材の購入 178,092
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生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 備品購入費 シティホールテレビ設備映像機材の購入 2,079,108

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 ヘリコプターの借上げに伴う経費の支出（5回目） 317,520

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29知事出席の集会広聴事業に係る参加申込受付業務委託 626,400

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度シティホールテレビ番組制作・放送等の委託 1,332,612

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度「広報東京都」下半期の配布委託（2月分） 37,044,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度「広報東京都」下半期印刷に伴う経費の支出 15,422,400

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 報償費 「東京動画」専用番組の制作に係る企画審査委員謝礼 50,193

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成２９年度シティホールテレビ業務用プロバイダ契約 1,080

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度都政記録写真管理システム用パソコンの賃借 3,348

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度写真及び動画管理システム用パソコンの賃借 13,932

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度都政記録写真データ提供業務運営に係る支出 1,080

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度「記録写真」サーバホスティング（下半期） 64,800

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29下都政広報番組「Tokyoｼﾃｨｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」制作放送(2月) 829,440

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 報償費 「東京動画」専用番組の制作に係る企画審査委員謝礼 49,600

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 手書き旅費の支出について（平成３０年２月分） 3,230

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成２９年度都政記録写真のデジタルプリント支出 6,912

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度都政記録写真のプリント支出その2 378

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（2月分） 22,572

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,393

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,354

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29下 都政広報番組「都民ニュース」の制作放送(２月) 7,073,136

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 写真撮影用機材の購入 19,764

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 備品購入費 写真撮影用機材の購入 777,600

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 9,512

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 1,663

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 6,697

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 634

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 410

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認不適合除外分） 70,517

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 東京都公式ホームページ運営に係る機器等の借入れ 66,312

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 賞状の印刷及び筆耕（東京都広報コンクール） 35,769

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 賞状の印刷及び筆耕（東京都広報コンクール） 12,269

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度広報広聴活動に関する調査委託 3,531,600

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 東京都情報公開審査会の特別旅費の支出（２月分） 9,218
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生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 情報公開用システム改修委託 383,400

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 情報公開用パソコンの賃借に関する経費の支出 23,100

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 41,364

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 複写サービス（開示室）に係る経費の支出（２月分） 11,400

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 報償費 「情報公開事例研究会」の開催に伴う講師謝礼の支出 18,048

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 「情報公開の手引」ほか１件の印刷 671,328

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 「情報公開の手引」ほか１件の印刷 671,328

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 「情報公開の手引」ほか１件の印刷 108,864

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入(年間購読)に係る支払(1～3月) 3,240

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29年度都民情報ルーム等の窓口運営委託の支払い1月分 1,092,589

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 報償費 平成29年度都区市町村相談広聴担当者研修会経費の支出 24,064

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 都民情報ルームＣＤ－ＲＯＭ閲覧用パソコンの賃借 6,579

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 図書情報管理システムの賃借 118,692

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度都民の声課データベース用サーバ機器の借入 318,276

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度プリンターの賃借に伴う支出について 4,050

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（知事への提言）に伴う支出 5,508

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 監視カメラ設備の借入れに伴う支出 55,620

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成２９年度有償刊行物用販売管理システムの賃借 207,144

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 オフィス用裁断機（シュレッダー）の賃借（再リース） 961

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 28,717

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 29年度複写サービスに関する支払い(単価契約)２月分 40,869

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度東京都刊行物の配送委託（単価契約） 9,865

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 無償繰入都政刊行物の廃棄処分に係る経費の支出 25,779

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 平成29年度ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ都政ﾓﾆﾀｰ謝礼用図書カードの購入 1,816,000

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29年度都民情報ルーム等の窓口運営委託の支払い2月分 1,092,589

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 都民の声課業務支援データベースの一部改修委託 1,895,400

生活文化局 広報広聴部 都民の声課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 文化に関する世論調査の委託 6,456,780

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（1月分） 132,097

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（1月分） 7,222

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（1月分） 4,365

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 江戸博外5施設評価委員会外3委員会速記支出(江戸博②) 59,724

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 パリ市出張に伴う支援業務（通訳）委託（H30年2月） 235,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 管外出張にかかる旅費の支出（滋賀県） 12,200

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 野外彫刻作品撤収作業及び保管業務委託（10・11月分） 6,251,200
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生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（１２月分） 15,449

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（１２月分） 2,181

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 東京都庭園美術館レストラン消火器等の買入れ 93,408

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 使用料及賃借料 パリ市出張に伴うノート型PCの利用（平成30年2月） 18,496

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（平成30年3月） 58,438

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（平成30年3月） 3,240

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外1月分） 7,376

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外1月分） 3,802

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（システム外1月分） 2,682

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 報償費 平成29年度第２回江戸博収蔵委員会経費（報償費） 108,270

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 平成29年度第２回江戸博収蔵委員会経費（特別旅費） 22,556

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 江戸博外5施設評価委員会外3委員会速記支出（現美②） 68,256

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（2月分） 139,732

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 平成２９年度彫刻作品保守管理委託（下半期分） 383,400

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 管外出張にかかる経費の支出（豊田市） 130,866

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外２月分） 13,633

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外２月分） 1,347

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（システム外２月分） 2,403

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 29年度江戸東京博物館寄贈資料の価格評価委託料の支払 2,242

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２月分） 145,574

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（２月分） 15,209

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（２月分） 3,202

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 報償費 Instagram企画審査会の実施に係る所要経費支出 21,371

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度「平和祈念碑」負担金（電気・水道）支出 12,905

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 平成２９年度島しょ事業小笠原村公演委託 1,346,484

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 報償費 平成30年度花壇植栽計画審査会の経費の支出 7,200

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 東京都平和の日記念式典に係る手荷物検査委託 103,680

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 平成２９年度「東京都平和の日」の新聞広告掲載 1,221,618

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 役務費 「名誉都民小伝」の発送に係るスマートレターの購入 103,320

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 郵券の購入 34,850

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度NPOシステム機器等の借入（長期継続契約） 192,360

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度NPOシステム機器等の借入（追加） 15,298

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度NPOシステム機器等の借入（追加その２） 6,264

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度住基ネット業務用端末の借入 14,040
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生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 マイクロフィルムスキャナー・プリンター賃借の支出 62,100

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度NPOシステムインターネット他サーバ委託 24,408

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 職員の管外出張に係る旅費の支出 74,688

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 少額資金前渡（役務費）の支出（3月分） 2,150

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 少額資金前渡（一般需用費）の支出（3月分） 154,720

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 東京都公益認定等審議会・部会委員の報酬及び費用弁償 7,194

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年1月分） 5,822

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年1月分） 113,909

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年1月分） 44,281

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 裁断機(シュレッダー)の借入れ(2月分) 14,688

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ファクシミリ等の借入れ(2月分) 6,588

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 NPO法人設立説明会開催に伴う手話委託通訳 20,000

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約③(2月分) 39,508

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約①(2月分) 33,349

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約②(2月分) 18,144

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度法人総合案内・相談業務委託 224,451

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度法人総合案内・相談業務委託 4,438,881

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度東京都公益認定等審議会に係る速記委託 25,272

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払(2月分) 4,300

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度NPOｼｽﾃﾑｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の使用 8,856

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度公益認定等総合情報ｼｽﾃﾑ利用料金の支払い 822,675

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 NPO法人に係る第３回相談会議経費の支出（講師謝礼） 60,160

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 5,074

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 96,644

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年2月分） 54,078

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 外国人おもてなし語学ボランティアwebコラム作成委託 291,600

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 Life in Tokyo:Your Guideの印刷（日・英・中・韓） 991,440

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,972

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度東京都太田記念館清掃管理業務委託 200,880

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 東京都太田記念館自家用電気工作物保安管理業務委託 14,040

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 「おもてなし語ボラ」web保守業務委託 728,279

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 東京都防災（語学）ボランティア派遣に係る経費の支出 67,500

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 東京都防災（語学）ボランティア派遣に係る経費の支出 11,400

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第１回地域の底力発展事業助成金の支出 190,000
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生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 67,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 448,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度東京都太田記念館管理運営業務委託 1,436,400

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 277,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 223,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 638,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成の支出 192,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 160,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語ボラ高校講座実施委託（単価契約）1月分 172,800

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 74,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 地域の底力発展事業助成ガイドライン及び事例集の配送 231,120

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 792,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成30年度地域の底力発展事業助成ガイドラインの印刷 961,740

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 81,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 113,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度「地域の底力発展事業助成」労働者派遣契約 180,122

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 398,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 39,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 「おもてなし語ボラ」web保守業務委託 728,279

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 国際交流関係業務に係る労働者派遣契約（単価契約） 175,618

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度東京都太田記念館消防設備定期点検保守委託 73,440

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,138

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度東京都太田記念館清掃管理業務委託 143,640
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生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 145,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度「NPOとの協働」講座の実施に伴う講師謝礼 69,184

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 189,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 151,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 180,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語ボラ高校講座実施委託（単価契約）2月分 86,400

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 193,758

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 52,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 41,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成２９年度多文化共生推進委員会速記委託の支出 44,280

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 195,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 30年度地域の底力発展事業助成審査委員会に係る経費 540

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 500,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 500,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 ボランティア活動等実態調査業務委託の支出 11,317,320

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 51,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度地域の底力審査会等の速記に係る支出 25,920

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 192,068

生活文化局 都民生活部 男女平等参画課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度第1回女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議 58,185

生活文化局 都民生活部 男女平等参画課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 「東京都男女平等参画推進総合計画」概要版の増刷 370,440

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度監視カメラシステム機器の賃借 137,004

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度電動回転保管庫の賃借 69,951

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度レジスターの賃借に係る経費の支出 240,300

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度電動回転保管庫の賃借（有楽町） 7,128

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成２９年度印刷機の賃借 12,096

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度シュレッダーの賃借 76,464

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度レーザープリンタの賃借 12,960

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度住基ネットシステム業務端末用機器の賃借 74,970

619 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券課立川分室の清掃委託に係る経費 314,080

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読（有楽町分室）（１月） 4,037

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読（立川分室）(１月分） 4,900

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度インターネット接続委託（プロバイダ使用） 1,296

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度植木の賃借（6、7月分） 38,880

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度警報システム一式の賃借 23,835

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度申請フロア警報装置の賃借 12,312

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度受付順番表示装置の賃借 182,628

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度住基ﾈｯﾄｼｽﾃﾑ用操作者認証装置の賃借 16,729

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券課池袋分室の警備委託に係る経費 32,832

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の支出（一需・2月分） 140,333

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度旅券の申請受付・交付業務委託（有楽町・池袋） 10,638,000

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度旅券の申請受付・交付業務委託（新宿・立川） 8,369,813

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度旅券作成業務委託に係る経費の支出 6,441,120

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券法関係手数料の徴収事務委託 4,556,813

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 住基ネット機器入替えに伴うシステム設定業務委託 1,814,400

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成29年度旅券課池袋分室の賃料に係る(電気料)経費 93,810

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 29年度ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｱﾝｻｰ機能付ｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ機器一式の賃借 471,420

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 郵券及びはがきの購入について（平成30年3月） 172,240

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度監視カメラシステム機器の賃借 137,004

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度電動回転保管庫の賃借 69,951

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度レジスターの賃借に係る経費の支出 240,300

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度申請フロア警報装置の賃借 12,312

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度受付順番表示装置の賃借 182,628

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度電動回転保管庫の賃借（有楽町） 7,128

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成２９年度印刷機の賃借 12,096

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度シュレッダーの賃借 76,464

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度住基ﾈｯﾄｼｽﾃﾑ用操作者認証装置の賃借 16,729

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度レーザープリンタの賃借 12,960

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券課立川分室の清掃委託に係る経費 314,080

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券課池袋分室の警備委託に係る経費 32,832

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度住基ネットシステム業務端末用機器の賃借 159,840

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

旅券課立川分室の賃借に係る経費（電気料）の支出 90,537

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度警報システム一式の賃借 23,835
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生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券申請に関する電話相談業務委託 2,397,780

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,781

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,615

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,554

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 タイムレコーダーの買入れ 252,072

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度インターネット接続委託（プロバイダ使用） 1,296

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 29年度ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｱﾝｻｰ機能付ｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ機器一式の賃借 471,420

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約・申請側)継続支払 18,360

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約・調整側)継続支払 26,622

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 旅券作成業務委託に係る学識経験者への経費の支出 47,864

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 7,760

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 4,192

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 21,887

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 24,449

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 632

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月01日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年2月9日〆分） 24,700

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月05日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 使用料及賃借料 東京都育英資金ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ等機器の借入に係る支払 57,888

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月06日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の賃借（長期継続契約）の支払いについて 29,376

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月06日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 裁断機（シュレッダー）の賃借に係る支払い 9,396

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月06日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借に係る支払い 5,583

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月06日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 報償費 育英資金事務に係る法律相談会議の講師への謝金支出 23,800

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月07日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度東京都私学審委員の費用弁償の支出(2月分) 11,018

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月07日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（その６） 180,900

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月08日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度私立学校退職手当補助金の支出について 3,965,158,800

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月08日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需費・3月分） 118,711

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月09日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 学事情報システム用機器及びファイルサーバの借入れ 242,082

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月09日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 役務費 速記委託（単価契約）に係る経費支出（私学審２月分） 17,064

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月12日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 委託料 29年度育英資金返還金支払請求案内等業務委託　2月分 709,691

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月12日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 TOKYO子育て応援幼稚園広報用ポスター等の印刷 248,400

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月14日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度学校法人会計基準研修会用教材の印刷 294,840

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都国際文化交流促進費補助金の支出 1,080,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 役務費 公金用金融機関情報の収集 25,920

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支払いについて 30,657

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の支払いについて 10,219
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生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 需用費 一般需用費 東京都育英資金納付書外５点の印刷 361,800

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 平成２９年度「外国人留学生在籍状況調査」及び平成 842,400

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月19日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度第11回東京都私立学校審議会の開催経費 3,600

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月19日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 104,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月20日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,477

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月22日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 報償費 平成29年度修学支援アドバイザー経費の支出について 809,479

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月23日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

東京都高等学校等就学支援金の支出（第３回） 275,166,284

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月23日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付 2,429,920,679

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月23日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 専門学校教職員に対する研修会委託の支出について 348,840

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月23日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 報償費 学校法人会計基準の解釈に係る相談会議の講師謝金支出 24,064

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月26日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケットによる利用料金の支払（２月分） 17,640

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月27日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度私立学校教職員共済費補助金の支出 1,616,670,560

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月27日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度私立高等学校都内生就学促進補助金の支出 667,627,600

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

私立学校運動場芝生化事業補助金の支出 2,877,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月27日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

私立学校運動場芝生化事業補助金の支出 18,278,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月27日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

２９年度専修学校修学支援実証研究事業支援金の支出 15,426,500

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月28日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費 委託料 平成２９年度私立小中支援金支給事務に関する委託 20,437,061

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月28日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 平成２９年度私立小中支援金支給事務に関する委託 1,999,110

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

27子どものための教育保育給付費（地方単独）額再確定 66,781,544

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

29子どものための教育・保育給付費（地方単独）第３回 545,797,236

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29子どものための教育・保育給付費（地方単独）第３回 18,634,006

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度私立幼稚園等保護者補助金の支払 40,752,700

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

私立学校被災生徒臨時支援金の支出（第三回） 329,080

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 3,182

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 4,222

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 17,110

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 1,236

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 41,663

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 4,475

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 2,640

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 2,992

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成30年3月9日〆分） 31,817

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 報償費 平成29年度学校法人会計基準研修会の経費の支出 84,224

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度教育支援体制整備事業費交付金の返還 6,251,000
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生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度幼稚園型一時預かり事業運営費等補助の支出 476,314,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度幼稚園型一時預かり事業運営費等補助の支出 19,691,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金の国庫返納 296,500

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費
負担金補助及交付
金

29東京都私立幼稚園新規採用教員研修事業分担金概算払 13,240,420

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

29年度私立学校外国語指導助手活用事業費補助金の支出 662,068,669

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年03月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費 使用料及賃借料 私立小中実証事業事務ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の借入の支払 69,336

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度消費生活調査員謝礼金の支出（下期） 2,917,000

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 「東京くらしWEB」音声読み上げサービス利用 21,600

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 「東京くらしWEB」ｳｪﾌﾞｻｰﾊﾞ等ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ及び保守委託 117,720

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

協力団体に対する賛助会員年会費の支出について 500,000

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成２９年度定期刊行物の購読(消費者法ニュース） 6,800

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金の準備(3月) 65,990

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金の準備(3月) 13,000

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 「東京くらしWEB」掲載情報の翻訳委託（単価契約） 167,184

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 「東京くらしWEB」CMS運用支援及び研修委託 97,200

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 29年度調査票等回収に伴う後納郵便料金（2月） 2,542

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 第24次東京都消費生活対策審議会答申の印刷 33,264

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度　複写サービスに関する契約（２月分） 84,325

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(28契約分)(2月) 49,416

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 高齢者の消費者被害に関する調査委託 2,097,950

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 普通旅費 熊本県派遣職員の第四回業務報告等に係る旅費の支出 111,192

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 熊本県派遣職員の第四回業務報告等に係る旅費の支出 432

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出(2月分) 4,934

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出(2月分) 60,705

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出(2月分) 6,719

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 封筒の印刷 30,326

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度　定期刊行物の購読(消費と生活) 3,660

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,393

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 立入調査及び資料整理用パソコン等の借入(29契約)3月 10,908

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度東京都消費生活協同組合専門助言（第３回） 72,180

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 専門助言の開催に伴う謝礼の支出（第１２回） 12,030

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 悪質商法及び架空請求通報窓口労働者派遣契約の支出 159,334

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 調査資料（録音データ）のテープおこし 297,648

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 「出前型コンプライアンス講習会」（第４回）講師支払 48,308
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生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,414

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度東京都消費生活協同組合専門助言（第４回） 24,060

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第29回) 6,600,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第41回) 1,272,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第35回) 2,963,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 画像処理用コンピューターの借入れの支出について 10,584

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 公衆浴場対策協議会(第4回)委員報酬支出 146,220

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 子供の事故防止に関する啓発誌「Safe Kids」の印刷 884,520

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 22,776

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 580

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 子供の転落事故防止啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝ制作委託 248,400

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 公衆浴場対策協議会に係る速記委託の支出(2月分) 16,632

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 子供に対する商品の安全対策に関する調査・分析委託 7,128,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第52回) 336,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第52回) 3,794,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第51回) 1,500,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第51回) 4,000,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場施設確保資金利子補助金の支出(下期分) 375,288

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 東京都危害防止対策専門助言員の報償費の支出について 12,030

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29「東京くらしねっと」(下半期分)の印刷(12月分) 653,400

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度出前寄席新作・旧作改訂台本原稿料の支出 237,586

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 文書の回収及び再生処理委託（単価契約） 102,254

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29若者向け被害防止広報啓発会場設営等業務委託 161,568

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 共催講座の実施に伴う講師謝金の支出（清瀬市） 18,497

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費者団体と東京都との協働による学習会経費(第11回) 24,064

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 高齢消費者見守りﾓﾃﾞﾙ事業出前寄席経費(2/18調布市分) 11,673

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 都内郵便局におけるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ掲出料金の支出１月号 90,720

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 東京くらしねっと編集企画会議(第1回)委員謝礼の支出 46,896

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)（1月分） 6,016

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)（1月分） 30,707

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)（1月分） 6,749

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)（1月分） 6,753

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)（1月分） 3,323

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 啓発講座(実験実習講座)の実験助手謝礼支出(2月分) 16,702
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生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 共催講座の実施に伴う講師謝金の支出(福生市その３) 18,497

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 高齢消費者見守りﾓﾃﾞﾙ事業出前寄席経費(北区2月21日) 11,674

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 高齢消費者見守り事業出前寄席経費(あきる野市2/21分) 11,673

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成２９年度　第２回消費生活講座　講師謝礼の支出 119,760

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度読本作成検討会委員謝礼金の支出（２月分） 34,669

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 127,788

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 共催講座の実施に伴う講師等謝金の支出（日の出町） 40,766

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費生活総合センター情報専門員報償費支出（２月分） 265,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成25年度作成Ｗｅｂ版読本改訂にかかる原稿料の支出 43,639

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度Ｗｅｂ版読本にかかる原稿料の支出 20,203

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29見守り人材向け出前講座実施委託(単価契約)1月分 519,760

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29消費生活総合ｾﾝﾀｰ図書資料室窓口業務委託(2月分) 310,500

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29｢東京くらしねっと｣ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾚｲｱｳﾄ等委託(1月分) 470,699

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委任に要する支出(2月分) 63,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度インターネット接続の利用(1月分) 16,416

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度インターネット接続の利用(1月分) 21,870

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 特別旅費 消費者被害救済委員会委員特別旅費の支出（2月分） 1,868

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件資金前渡(一般需用費、活動推進課)3月分 72,265

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 少額支払案件資金前渡(役務費、活動推進課)3月分 32,816

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費・多摩センター） 2,712

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費・多摩ｾﾝﾀｰ） 22,415

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度第5回都区市町村消費生活相談担当職員研修 53,600

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 消費生活総合センター広報誌配送委託(単価契約)1月分 3,116

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 消費生活総合センター広報誌配送委託(単価契約)1月分 4,592

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 多重債務110番ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼのﾃﾞｻﾞｲﾝ・印刷委託(3月分) 227,404

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 多重債務110番ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼのﾃﾞｻﾞｲﾝ・印刷委託(3月分) 60,480

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 排水の水質検査委託 27,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 29年度「出前寄席」新作発表会の開催に伴う経費支出 73,992

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29若者向けｷｬﾝﾍﾟｰﾝの啓発用印刷物の配送委託 613,440

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(長期継続)1月分 146,382

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(長期継続)1月分 18,327

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(長期継続)2月分 188,198

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(長期継続)2月分 16,783

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 第11回・12回食育講座の実施に伴う講師謝金の支出 72,193
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生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29消費生活ｾﾝﾀｰ電話取次と土曜日警備業務委託2月分 301,212

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29「東京くらしねっと」（下半期）の印刷（1月分） 410,400

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 料金後納取扱いに係る郵便料金の支払い（2月分） 101,433

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29「わたしは消費者」の配送業務委託（2月分） 236,844

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,131

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 64,740

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29｢東京くらしねっと｣の配送業務委託(1月分) 392,542

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29「わたしは消費者」の印刷・WEB版の作成(2月分) 115,560

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29「わたしは消費者」の印刷・WEB版の作成(2月分) 54,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29「東京くらしねっと」(下半期分)の印刷(2月分) 410,400

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 多摩センター教室用テレビモニター等の購入 176,364

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 多摩センター教室用テレビモニター等の購入 99,036

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29若者ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ広報啓発活動業務委託（渋谷） 109,080

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 樹脂製容器外２点の購入 36,504

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29｢今月の消費生活相談｣の印刷(単価契約)2月分 27,838

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 「東京くらしねっと」原稿料の支出（平成30年４月号） 25,860

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 啓発講座（実験実習講座）の実験助手謝礼支出(3月分) 25,053

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29｢区市町村消費生活行政情報｣印刷(単価契約)2月分 33,825

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29Web版消費者教育読本ﾁﾗｼ及び指導書の印刷 283,608

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)(2月分) 7,370

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)(2月分) 31,272

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)(2月分) 6,749

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)(2月分) 8,745

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読(概算契約)(2月分) 2,538

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 都内郵便局におけるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ類掲出料金の支出 2月号 90,720

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 マウスパッド外27点の購入 5,033

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 マウスパッド外27点の購入 117,881

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 マウスパッド外27点の購入 8,976

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 図書の購入 67,780

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 図書の購入 106,226

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 図書の購入 3,672

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 図書の購入 6,789

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29民間データベースによる情報提供(単価契約)(2月分) 3,240

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 1,616
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生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 71,850

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年２月確認分） 36,931

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 郵券の購入 16,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 郵券の購入 29,850

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費者啓発員移動講座及び派遣講座講師謝礼（12月分） 83,688

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 学校向け移動講座講師謝礼支出（12月分） 146,450

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 成年年齢引下げ若者被害防止教員向けﾁﾗｼの印刷 254,880

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ（2月分） 17,964

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 図書管理ｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄ及びﾊｰﾄﾞ)の借入(長期継続契約)2月 41,034

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 多摩ｾﾝﾀｰ図書管理ｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄ及びﾊｰﾄﾞ)の借入（2月分） 40,932

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 X線透過検査装置の借入（2月分） 19,116

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 走査型電子顕微鏡の借入（2月分） 18,576

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 印刷機の使用賃借(活動推進課)(長期継続契約)2月分 9,806

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 印刷機の使用賃借(多摩ｾﾝﾀｰ)(長期継続契約)2月分 9,439

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 プリンタの借入れ(長期継続契約)2月分 10,800

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29多摩消費生活ｾﾝﾀｰ図書管理ｼｽﾃﾑの保守委託（2月分） 53,686

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29消費生活総合ｾﾝﾀｰ図書管理ｼｽﾃﾑの保守委託（2月分） 53,686

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成30年度高齢者キャンペーン審査委員への謝礼支出 29,500

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 追録の購入 75,626

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 追録の購入 25,920

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 追録の購入 25,920

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 追録の購入 80,784

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,744

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29｢東京くらしねっと｣の配送業務委託(2月分) 392,542

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 多重債務110番PR用ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ配送委託（その２） 121,651

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 共催講座の実施に伴う講師謝金の支出(調布市) 21,371

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29消費者教育DVD【住生活】制作委託 5,920,992

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度第2回業務連絡会の実施に伴う経費支出 108,563

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度第5回再養成講座の実施に伴う経費支出 29,800

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 電話機端末の購入及び設定変更に係る支出 43,200

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 電話機端末の購入及び設定変更に係る支出 14,362

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H25作成Web版教育読本ﾃﾞｻﾞｲﾝ等改修委託(Flash版) 149,040

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H29消費者教育ＤＶＤ新作案内ﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷 218,160

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 ＡＥＤの使用賃借（2月分） 7,052
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生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 ＡＥＤの使用賃借（2月分） 7,052

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（2月分） 13,608

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（2月分） 4,536

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 消費生活総合ｾﾝﾀｰにおける保育業務委託(単価契約)2月 47,250

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 消費生活総合ｾﾝﾀｰにおける保育業務委託(単価契約)2月 35,100

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 H25年度作成Web版教育読本改訂版指導書の印刷 248,400

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「食品衛生学雑誌」の定期購読 24,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 被害救済委員会78号案件報告書に係る原稿料の支出 69,499

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費者啓発員移動講座及び派遣講座講師謝礼（１月分） 45,975

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 学校向け移動講座講師謝礼支出（１月分） 123,373

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 塩分計外３点の購入 163,641

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 展示パネルの制作委託 262,116

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 小型サーモグラフィカメラの購入 97,200

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 雑誌の製本 9,504

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 高齢消費者見守りﾓﾃﾞﾙ事業出前寄席経費(2/20荒川区) 11,674

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29｢東京くらしねっと｣ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾚｲｱｳﾄ等委託（2月分） 470,699

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度高齢者消費者被害防止事業の分担金の支出 1,239,306

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 東京くらしねっと企画審査会の外部審査委員謝礼の支出 33,500

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度高齢者消費者被害防止事業の分担金の支出 6,525

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修の講師謝礼（通信ＤＣチーム） 32,056

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 スマートフォンの機種変更に伴う経費 97,800

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費生活相談データ専門員報酬30年2月分の支出 244,242

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修の講師謝礼（安全・表示Ｇ） 36,096

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

研修参加に係る資金前渡(３月分) 8,550

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（相談課３月分） 9,593

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度アドバイザー会議の経費支出(２月分) 188,559

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 29年度アドバイザー緊急対応の経費支出(２月分) 8,980

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 29年度ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｺｰﾅｰ実施の経費支出(２月分) 170,962

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 29年度出張ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実施の経費支出(２月分) 16,073

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 29年度カウンセラー研修実施の経費支出(２月分) 21,372

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修の講師謝礼（不動産Ｇ） 36,096

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修の講師謝礼（多重債務Ｇ） 27,900

生活文化局
消費生活総合セン
ター

相談課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 平成29年度ｴｷｽﾊﾟｰﾄ研修の講師謝礼（旅行等Ｇ） 18,497

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 排水分析委託（２月随時実施分） 38,880
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生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月05日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 郵券の購入 12,400

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 210,025

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 134,766

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所手数料徴収事務委託（２月分） 406,890

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量情報システム保守業務委託（２月分） 136,350

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所植栽管理委託（２月分） 54,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 圧力計検定用基準重錘型圧力計（№8344）の修繕 626,400

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 タクシーメーター港南検査場電話主装置蓄電池交換 65,880

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 報償費 平成29年度安全衛生管理者（産業医）業務委託 54,004

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 226,298

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,996

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 自家用普通貨物自動車の継続検査の実施（協会貸与車） 29,820

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 公課費 自家用普通貨物自動車の継続検査の実施（協会貸与車） 45,600

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 FF車用ロックチェーンの買入れ 194,400

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 絶縁抵抗計の買入れ 41,364

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 壁面緑化等自動潅水設備点検委託（複数単価契約） 121,500

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 24,842

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 タクシーメーター立川検査場清掃委託（２月分） 53,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量検定所構内交換電話設備保守点検委託（１月分） 19,440

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 天井走行クレーン点検（２月分） 23,760

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 玄関マットの借入（２月分） 10,211

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 立川検査場機械警備委託（長期継続契約）２月分 17,280

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 深川検査場機械警備委託（長期継続契約）２月分 23,760

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量検定所機械警備増強委託（長期継続契約）２月分 29,052

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所機械警備委託（長期継続契約）２月分 85,320

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 ファイルサーバー機器等の賃借（長期継続契約）2月分 37,584

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 計量情報システム用サーバー機器等の賃借（２月分） 39,204

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 レジスター一式の賃貸借（長期継続契約）２月分 8,208

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 平成28年度デジタル複合機の賃借(長期継続契約)2月分 3,985

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 デジタル複写機の賃借（長期継続契約）港南（２月分） 4,494

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量検定所タクシーメーター装置検査業務委託(２月分) 2,257,200

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量検定所タクシーメーター装置検査業務委託(２月分) 2,257,200

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 デジタル複合機の賃借（長期継続契約）２月分 13,381

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 ＥＴＣ利用料金に係る経費の資金前渡（１月分） 5,990
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生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡(一般需要費)3月分 100,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 港南検査場機械警備委託（長期継続契約）２月分 16,740

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 体温計・温度計検定用温槽の点検整備 664,200

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 排水処理装置保守委託 723,600

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 直流標準電圧電流発生器ほか３点の校正委託 232,524

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 白衣外２４点の買入れ 105,459

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 追録の購入（その１９） 14,407

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 旅費 特別旅費 臨時職員の雇用に伴う経費の支出（平成３０年２月） 5,710

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 追録の購入（その２０） 275,184

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 42,761

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 玄関マットの買入れ 59,366

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 検査用庁有車機械警備委託（単価契約）２月分 5,184

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 郵券の購入 24,400

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量検定所構内交換電話設備保守点検委託（２月分） 19,440

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 備品購入費 音響校正器３点の買入れ 214,920

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 音響校正器３点の買入れ 84,240

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 棒はかり製作キットの買入れ 54,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 庁有車運行管理委託（複数単価契）２月分 43,740

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 庁有車運行管理委託（複数単価契）２月分 123,930

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 天井走行クレーン点検（３月分） 23,760

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（平成３０年２月分） 8,013

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（平成３０年２月分） 260,205

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（平成３０年２月分） 12,255

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,895

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 685,182

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 135,841

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 基準燃料油メーターの修理 915,840

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 基準燃料油メーター（多摩）の修理 559,440

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 追録の購入（その２１） 17,920

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,879

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,986

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,990

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,388

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 自家用小型貨物自動車の継続検査の実施（検査車１） 18,450
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生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 公課費 自家用小型貨物自動車の継続検査の実施（検査車１） 16,400

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 自家用小型貨物自動車の継続検査の実施（検査車２） 18,450

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 公課費 自家用小型貨物自動車の継続検査の実施（検査車２） 10,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 騒音計自動計測システムの点検、精度確認試験等委託 583,200

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 禁油圧力計用水槽接手清掃委託 25,920

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 計量証明検査用設備の校正委託 949,320

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 旅費 普通旅費 派遣職員の定日旅費の支出（平成３０年２月分） 4,775

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 報償費 平成２９年度東京都計量検定所計量技術講演会講師謝礼 27,746

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 廃棄物収集運搬及び処分委託（複数単価契約）２月分 3,265

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 廃棄物収集運搬及び処分委託（複数単価契約）２月分 1,310

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 廃棄物収集運搬及び処分委託（複数単価契約）２月分 1,123

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 廃棄物収集運搬及び処分委託（複数単価契約）２月分 2,771

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 廃棄物収集運搬及び処分委託（複数単価契約）２月分 166

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 東京都計量検定所タイムレコーダー等の購入 277,020

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 はかりの定期検査及び計量証明検査業務委託（２月分） 13,201,596

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ガソリン等の購入（複数単価契約：平成３０年２月分） 3,161

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ガソリン等の購入（複数単価契約：平成３０年２月分） 9,518

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 光熱水費 ガソリン等の購入（複数単価契約：平成３０年２月分） 30,987

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 古紙収集運搬及び処分委託（複数単価契約）３月分 3,240

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 古紙収集運搬及び処分委託（複数単価契約）３月分 496

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 平成30年度東京都計量検定所庁有車の任意保険の加入 219,090

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 平成30年度東京都計量検定所庁有車の任意保険の加入 216

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（２月分） 535,194

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（２月分） 126,036

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（２月分） 121,284

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（２月分） 51,840

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 備品購入費 計量器搬送用キャリーケースの買入れ 214,920

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 タクシーメーター港南検査場植栽植替え作業委託 174,960

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 備品購入費 体温計検定用温槽の買入れ 462,240

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 「計量法とその制度の概要」外１件の印刷 60,480

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 「計量法とその制度の概要」外１件の印刷 63,180

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 追録の購入（その２２） 8,337

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 標準密度浮ひょうの買入れ 31,212

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 報償費 平成２９年度計量管理講演会・計量技術講演会講師謝礼 18,497
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生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 検定証印用封印パンチの買入れ 198,720

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費
負担金補助及交付
金

計量法校正事業者登録制度に係るJCSS技能試験手数料 327,240

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 検定担当業務用プリンターの買入れ 81,000

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月29日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 申請書兼現金領収証書他１点の印刷 155,520

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 タクシーメーター立川検査場植栽管理委託（３月分） 41,580

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 備品購入費 振動レベル計検査装置の買入れ 3,466,800

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 備品購入費 振動レベル計検査装置の買入れ 2,311,200

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 需用費 一般需用費 「計量展示室へようこそ・ミニパンフ」他一点の印刷 299,160

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年１月分） 11,339

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年１月分） 15,804

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 郵券の購入 47,250

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29事業実施に伴う託児委託(単価契約)の支出(12月分) 145,530

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度働く女性のメンタルヘルス講演会の報償費 27,117

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月06日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度図書資料等装備関係業務委託(単価契約)(2月分) 31,525

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読の支払い（第二四半期） 87,774

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読の支払い（第二四半期） 10,126

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度区市町村ｽﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ実施の伴う講師謝礼(2月分) 24,064

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 図書盗難防止ゲート(ﾌﾞｯｸﾃﾞｨﾃｸｼｮﾝｼｽﾃﾑ)の賃借の支払 22,356

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ警備業務委託（2月分） 1,328,400

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 29「夫婦がともにLWBを考えるための啓発冊子」印刷 1,441,800

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度法律相談の実施に伴う相談員謝礼(2月分) 215,496

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度精神科医相談の実施に伴う相談員謝礼(2月分) 215,496

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ相談員ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞに伴う講師謝礼(2月分) 24,064

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度DV被害者自立支援講座(第Ⅳ期)講師謝礼(2月分) 61,058

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度DV被害者自立支援講座(第Ⅳ期)講師謝礼(2月分) 20,600

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 相談業務等に係る図書の購入 12,764

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度職務関係者研修（第7回）の報償費 26,758

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度男性のための悩み相談業務委託（２月分） 142,884

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度男性のための悩み相談業務委託（２月分） 64,800

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29事業実施に伴う託児委託(単価契約)の支出(1月分) 62,370

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月12日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成28年度DV防止等民間活動助成事業年次報告書の印刷 97,524

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ＡＶシステム制御機器の賃借（2月分） 5,130

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 設備機器の借入れ（2月分） 20,110

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ポスタープリンターの賃借（2月分） 7,668
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生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 植木の賃借（2月分） 24,840

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 卓上映写機（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ）の借入（長期継続契約）2月分 6,282

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ピアノの保守点検及び定期調律業務委託（第五回） 24,840

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 図書資料室エレベーターの保守点検委託（2月分） 37,800

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 図書管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱの保守委託（2月分） 73,800

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 監視カメラ設備の借入れ（2月分） 20,124

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ホール・視聴覚室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀの借入れ（2月分） 47,467

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用管理委託（2月分） 51,840

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の賃借（2月分） 8,856

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 WEBサーバのﾎｽﾃｨﾝｸﾞ及び保守委託（2月分） 235,440

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

東京ウィメンズプラザ諸費用の負担（2月分） 3,885,217

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読の支払い（第三四半期） 74,054

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読の支払い（第三四半期） 8,953

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 資料等の保管委託契約（単価契約）（2月分） 14,580

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 平成29年度民間団体向け研修（後期）の報償費 63,300

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月13日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29事業実施に伴う託児委託(単価契約)の支出(2月分) 71,280

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 施設予約システムソフトウェア保守委託（2月分） 108,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

新聞記事の利用料の支出（資金前渡） 1,296

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 新聞記事の利用料の支出（資金前渡） 216

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 資金前渡による図書資料の購入（視聴覚資料2点） 129,168

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 資金前渡による図書資料の購入（視聴覚資料2点） 216

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度自立支援講座等の託児業務委託料の支出(2月分) 75,168

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 液晶ディスプレイの賃借（長期継続契約2月分） 12,312

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 印刷機外２点の借入（長期継続契約）（2月分） 30,780

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀの賃借（長期継続契約）（2月分） 2,808

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 事務用ﾊﾟｿｺﾝ外1点の借入れ（長期継続契約2月分） 18,360

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 ﾌｧｸｼﾐﾘ機能付電子複写機の借入れ（長期契約2月分） 20,685

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価・長期継続2月分） 31,493

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月19日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 子供広場用消耗品の購入 12,150

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 図書資料室デジタルイメージプリンターの賃借2月分 5,238

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 図書資料の購入 131,980

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外２点の購入 129,384

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月20日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,149

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 受付案内等施設管理及び使用料徴収業務委託（2月分） 2,350,127
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生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 卓上映写機（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ）の借入れ長期継続契約2月分 12,924

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 カラープリンターの賃借（2月分） 7,408

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 電話設備機器の借入れ（2月分） 57,240

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈﾄ接続及びﾒｰﾙｻｰﾊﾞ運用に関する契約（2月分） 49,680

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ施設予約ｼｽﾃﾑ機器の借入れ（2月分） 38,124

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟｿｺﾝ講座業務委託(2月分) 48,276

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 郵券の購入 14,760

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月26日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 金庫外9点の購入 122,364

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 資金前渡による図書資料の購入ﾐﾆｺﾐ誌平成29年度購読料 46,773

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月27日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 資金前渡による図書資料の購入ﾐﾆｺﾐ誌平成29年度購読料 1,180

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年２月分） 18,482

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年03月30日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年２月分） 9,637

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月02日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 収用委員会の事務処理に要する経費 609,120

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物の賃借に係る経費の支出について(年間支出) 4,428

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)等の借入れに係る経費の支出 4,428

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 使用料及賃借料 事務局管理用サーバ等の借入れに係る経費の支出 30,888

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読に係る経費の支出について 23,388

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 1,738

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 47,300

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 報償費 訴訟代理の契約（年間支出）平成28年(行ウ)第31号 48,895

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 報償費 訴訟代理の契約(年間支出)　平成28年(行ウ)第134号 48,895

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月06日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 報償費 訴訟代理の契約(年間支出)　平成29年(行ウ)第183号 48,895

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 図書(自治体法務の基礎と実践外14冊)の購入 121,735

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月07日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 収用委員会の事務処理に要する経費 129,600

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 委員会費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について(システム対象外・１月分) 545

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(システム対象外・１月分) 636

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 速記の委託（単価契約）に係る経費の支出について 17,280

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約）に係る経費の支出について 13,303

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度自己啓発支援制度交付金の交付ついて 17,300

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約に係る経費の支出 10,049

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月15日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に係る経費の支出 36,553

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(システム対象外・２月分) 2,538

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 9,936

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 23,418
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収用委員会事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 42,509

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出(旅費システム支出・平成30年2月分) 24,727

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月20日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 収用委員会の事務処理に要する経費 2,183,760

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 役務費 収用委員会の事務処理に要する経費 2,844,545

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 備品購入費 会議テーブル(収用委員会委員用)の購入 989,604

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 備品購入費 会議用椅子(収用委員会委員用)の購入 664,524

収用委員会事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 備品購入費 会議テーブル用ワゴン(収用委員会委員用)の購入 423,360

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月01日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 交際費 平成29年度の議長交際費の支出（３月分） 186,500

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 監視システムの借入れ（長期継続契約）の支出(2月分) 65,340

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度都議会議長室副議長室生花の買入れ(2月分) 41,472

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度公式行事写真撮影業務委託(1月分) 26,460

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度公式行事写真撮影業務委託(2月分) 26,460

議会局 管理部 秘書課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度祝辞等毛筆筆耕委託の支出(3月分) 43,200

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 印刷機の借入れの支出（平成29年度分）（2月分） 159,710

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 給茶機の借入れの支出（平成29年度分）（2月分） 78,225

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度　丁合機の借入れの支出（2月分） 6,976

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れの支出（平成29年度）（2月分） 39,816

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 プリンタユニットの借入れの支出（2月分） 5,616

議会局 管理部 経理課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費
負担金補助及交付
金

東京都政務活動費の支出（３月分） 63,000,000

議会局 管理部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度給茶機業務委託に係る継続支払について 71,280

議会局 管理部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度複数少額支払案件に係る前渡金の準備(3月) 18,851

議会局 管理部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度複数少額支払案件に係る前渡金の準備(3月) 24,864

議会局 管理部 経理課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 デスクマットの買入れ 259,524

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その1)(長期継続契約)（2月分） 363,744

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その2)(長期継続契約)（2月分） 172,260

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その5)(長期継続契約)（2月分） 219,564

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その8)(長期継続契約)（2月分） 204,750

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その3)(長期継続契約)（2月分） 157,032

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その4)(長期継続契約)(2月分） 302,832

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その6の2)(長期継続契約)(2月分) 76,896

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ(その9)(長期継続契約)（2月分） 121,500

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 自動車用ｼｰﾄｶﾊﾞｰ等のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(複数単価契約)（2月分） 3,456

議会局 管理部 経理課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 報償費 東京都議会政務活動費調査等協議会委員に対する謝金 26,800

議会局 管理部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度椅子カバー等のクリーニング(2月分) 1,944
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議会局 管理部 経理課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 報償費 東京都議会政務活動費調査等協議会委員に対する謝金 26,800

議会局 管理部 経理課 平成30年03月12日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード分)に係る経費（1月分） 102,520

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の買入れの支出（2月分） 245,360

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度装飾用貸鉢の借入れの支出（2月分） 53,805

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 備品購入費 冷蔵庫外３件の買入れ 860,220

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外３件の買入れ 241,617

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 冷蔵庫外３件の買入れ 41,040

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 冷蔵庫外３件の買入れ 34,560

議会局 管理部 経理課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 光熱水費 自動車ｶﾞｿﾘﾝ1号・2号の買入れ(複数単価契約)(2月分) 51,406

議会局 管理部 経理課 平成30年03月14日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 報償費 東京都議会政務活動費調査等協議会委員に対する謝金 80,400

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 庁有乗用自動車の修繕に係る経費の資金前渡 155,818

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（秘書課）の支出（2月分） 34,427

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（議事課）の支出（2月分） 42,967

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（経理課）の支出（2月分） 1,152

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支出（2月分） 425,997

議会局 管理部 経理課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度自動車任意保険契約（3月分） 770

議会局 管理部 経理課 平成30年03月20日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度議会局庁有乗用自動車運行管理委託(2月分) 3,861,000

議会局 管理部 経理課 平成30年03月22日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー供給契約の支出について（2月分） 8,890

議会局 管理部 経理課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 ゴム印の買入れ（その６） 16,837

議会局 管理部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 都議会広報用ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの借入れ(2月分)1 11,664

議会局 管理部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度都議会開会告知ポスターの印刷(1定分) 178,251

議会局 管理部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 都議会広報用ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの借入れ(2月分)2 17,064

議会局 管理部 広報課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 都議会紹介リーフレット「都議会のしおり」の作成 481,248

議会局 管理部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 4,291

議会局 管理部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度東京都議会ホームページの運用委託(2月分) 1,409,400

議会局 管理部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 29年度都議会特別番組等制作及び放送(10) 8,062,848

議会局 管理部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度「都議会だより」電子書籍版作成委託No.325 27,540

議会局 管理部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度「都議会だより」レイアウト委託No325.326 280,800

議会局 管理部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度議会中継用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ契約(2月分) 12,420

議会局 管理部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度「都議会だより」電子書籍版作成委託No.326 27,540

議会局 管理部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度議会中継用光回線の契約の通信費(2月分) 10,908

議会局 管理部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 備品購入費 第２会議室用マイク設備の買入れ 713,880

議会局 管理部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 第２会議室用マイク設備の買入れ 110,160

議会局 管理部 広報課 平成30年03月30日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度都議会開会告知ポスター掲示委託(1定分) 7,641,000
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議会局 管理部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 東京都議会一般職非常勤の募集に伴う求人媒体への掲載 173,664

議会局 管理部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 追録図書の買入れ（その20） 91,368

議会局 管理部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 東京都議会議事堂幼児ルーム運営に係る保育業務委託 87,264

議会局 管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 簡易業務無線機器等の賃貸借（長期継続契約）の支出 23,835

議会局 管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 東京都議会議事堂幼児ルーム運営に係る保育業務委託 2 34,344

議会局 管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度　Fﾈｯﾄに係るﾌｧｸｼﾐﾘ料金の支出（２月分） 59,382

議会局 管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 需用費 一般需用費 防災服の調製 159,624

議会局 管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 防災服の調製 98,668

議会局 管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 議員報酬支給事務に係る委託料の支出（30年2月分） 86,400

議会局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度ｱﾅｳﾝｽﾏｼﾝの借入れ(2月分) 64,260

議会局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成２９年度　廃棄文書の処理 216,000

議会局 管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 図書の買入れに要する経費の支出及び精算（その２） 41,691

議会局 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度 後納郵便料金の支出(２月分) 53,497

議会局 管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度災害電話料金の支出(2月分) 26,048

議会局 管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成２９年度被服・貸与被服（春）の買入れ 50,220

議会局 管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成２９年度議員健康診断業務委託(その２)(２月分) 473,083

議会局 管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 旅費 普通旅費 被災地派遣職員の一時帰庁に係る旅費の支出(確定払い) 31,000

議会局 管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 旅費 特別旅費 平成２９年度費用弁償の支出（平成３０年２月分） 33,000

議会局 管理部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 追録図書の買入れ（その21） 6,305

議会局 管理部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 追録図書の買入れ（その23） 2,585

議会局 議事部 議案法制課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度　議員提出議案等の印刷（2月分） 17,409

議会局 議事部 議案法制課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 請願・陳情システム変更業務委託 248,400

議会局 議事部 議事課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 定例会開会日の音楽演奏の実施について（３０年１定） 246,000

議会局 議事部 議事課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 29記録作成支援ｼｽﾃﾑによる会議原稿作成委託(2月分) 719,136

議会局 議事部 議事課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 29本会議会議録の印刷(その２)（２月分） 588,708

議会局 議事部 議事課 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度会議録検索ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ作成委託(2月分) 220,060

議会局 議事部 議事課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 29記録作成支援システム用機器の借入れ（2月分） 1,615,680

議会局 議事部 議事課 平成30年03月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度記録作成支援システムの運用委託（2月分） 15,390

議会局 議事部 議事課 平成30年03月20日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 ２９委員会速記録の印刷経費の継続支払（２月分） 1,078,920

議会局 議事部 議事課 平成30年03月23日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 過年度分本会議会議録テキストデータ化委託の支出 1,327,957

議会局 議事部 議事課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度「日本の速記」の買入れ(下半期) 3,000

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度議会局ｻｰﾊﾞの賃貸借　2月分 53,892

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 使用料及賃借料 平成29年度会派用プリンタの賃貸借　2月分 38,232

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 使用料及賃借料 平成29年度議会局LAN管理用サーバ等の賃貸借　2月分 136,080
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議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月06日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 委託料 議会局LAN等における設定作業委託（複数単価契約） 2,025,540

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 使用料及賃借料 平成29年度議員用パソコンの賃貸借　2月分 181,008

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 委託料 平成29年度議会局LAN及び議会局ｻｰﾊﾞの運用支援委託 2 163,296

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月09日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 平成29年度議会局LAN及び議会局ｻｰﾊﾞの運用支援委託 2 9,396

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度PC情報サービス（複数単価契約）継続支払2 15,195

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月13日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 役務費 平成29年度議会局LANﾊﾟｿｺﾝ情報ｵﾝﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ提供 2月分 7,592

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月20日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 役務費 平成29年度議会局LANｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続プロバイダ契約 2月分 17,712

議会局 調査部 調査情報課 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 議会運営費 役務費 平成29年度議会局LANｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続通信諸経費の支出 2 9,396

議会局 調査部 図書館 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 平成29年度図書館業務用端末機等の賃貸借（2月分） 330,750

議会局 調査部 図書館 平成30年03月05日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度ジャパンナレッジＬｉｂの利用（2月分） 21,600

議会局 調査部 図書館 平成30年03月07日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 平成29年度図書・資料の買入れ（2月分） 20,767

議会局 調査部 図書館 平成30年03月08日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 閲覧用追録図書の買入れ（その12） 235,998

議会局 調査部 図書館 平成30年03月29日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 需用費 一般需用費 閲覧用追録図書の買入れ（その13） 22,356

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 施設使用料の支出(第2回進路保障に関する話合い) 13,275

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 教育委員会費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 20,000

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 296

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 150,000

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 教育委員会費 旅費 特別旅費 東京都教育委員会開催に係る費用弁償(平成30年2月分) 11,551

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上料の支出(第一回都議会定例会②) 55,200

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出【紙処理】(平成30年2月分） 1,734

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教育委員会費 役務費 平成29年度東京都教育委員会会議録の作成委託(２月分) 82,620

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上料の支出(第一回都議会定例会③) 13,200

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 付帯設備使用料の支出(第2回進路保障に関する話合い) 1,500

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「東京同和教育ニュース」の購入 8,000

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費システム対象旅費の支出について(平成30年2月分) 29,099

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費システム対象旅費の支出について(平成30年2月分) 6,403

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「都政六法  平成30年版」の購入 38,178

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法  平成30年版」の購入 27,984

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上料の支出（平成30年第一回定例会） 11,200

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 郵便料金計器の貸借に係る料金の支出（長期継続契約） 61,560

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入代金の支出（２月分） 320,618

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 スポーツニッポンの購入代金の支出（２月分） 3,353

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 公益通報弁護士窓口に係る報償費の支出（２月分） 179,580
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教育庁 総務部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 感謝状及び表彰状への筆耕委託に係る支出 238,723

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 教育庁文書配送業務委託に係る代金の支出（２月分） 333,019

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 レターパック購入に係る経費の支出について 46,800

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 ストレスチェック等の実施に係る経費の支出について 1,631,664

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上料の支出（平成30年第一回定例会等） 76,200

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 49,720

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費） 148,747

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度立水元小合学園緊急地震速報システムの借入れ 3,618

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度青山特別支援学校緊急地震速報システム借入れ 3,024

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 町田の丘学園（仮設校舎）緊急地震速報ｼｽﾃﾑ借入れ 3,348

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 城東特別支援学校緊急地震速報システムの借入れ 10,314

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度緊急地震速報システムの借入れ 442,680

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークカメラ外２点の借入れに係る経費の支出 43,686

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度TAIMSﾌﾟﾘﾝﾀの借入れに係る経費の支出 21,924

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度ファクシミリの借入れに係る経費の支出 8,100

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 教育庁本庁舎内におけるﾌｧｸｼﾐﾘの借入れ経費の支出 62,475

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 東京都教育庁職員健康管理システム運用委託 185,522

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 災害時等緊急連絡ｼｽﾃﾑにおけるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の使用 120,934

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの借入れ 5,292

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 157,896

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 文書保存箱の保管委託（単価契約）に係る代金の支出 1,322,127

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書業務）に係る支出 257,412

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 144,775

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 教育委員会職員表彰記念品の購入に係る支出 770,450

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 96,518

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 13,150

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 42,102

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 93,523

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 36,332

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 1,560

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 46,297

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 30,927

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 129,588

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 2,249
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教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 68,088

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 12,866

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 210,706

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 恩給費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 27,317

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 1,429

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 101,813

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 12,364

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 57,289

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 後納郵便料金の支出（2月分） 21,598

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約に係る継続支払について（単価契約） 5,130

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス代金の支出（単価契約） 89,237

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 内国旅費の支出について（システム外３月支給分） 2,016

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 東京都教育委員会（本庁）における産業医の報酬 126,000

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する代金の支出 51,840

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,063

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 災害時等緊急連絡システム運用委託に係る支出 1,139,940

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上料の支出（平成30年第一回定例会等） 13,200

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 第６回障害者雇用支援員等業務連絡会講演謝礼金の支払 23,800

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入れに係る支出 11,880

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入れに係る支出 23,760

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 平成29年度島しょ地区職員健康診断に係る経費の支出 957,192

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー料金の支払 69,612

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー料金の支払 353,860

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー料金の支払 3,280

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー料金の支払 6,180

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 文部科学法令要覧　平成30年版 6,264

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 都政六法　平成30年版の購入 109,080

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法  平成30年版」 44,308

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 87,774

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分近接地内旅費の支出（システム内） 20,604

教育庁 総務部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年2月分近接地内旅費の支出（システム内） 9,603

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 委託料 平成29年度広報誌「とうきょうの教育」デザイン等委託 489,780

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ機器(H25年度分)の借入れ 17,535

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ機器(H25)その2の借入れ 360,484
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教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ(H26年度分)の借入れ 222,588

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICTｾﾝﾀｰ基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の借入れ 764,834

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICTｾﾝﾀｰ基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ機器のﾗｲｾﾝｽ(H28)の借入れ 262,548

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICTｾﾝﾀｰ基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ機器のﾗｲｾﾝｽ(H28)の借入(2) 89,208

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器(H29年度分)の借入れ(2月分) 142,992

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立学校ICTｾﾝﾀｰ更新に係るｻｰﾊﾞ等環境ｻｰﾋﾞｽ提供委託 5,724,000

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育庁ヘルプデスク運用委託（２月分） 1,635,120

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICTｾﾝﾀｰ基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ機器のﾗｲｾﾝｽ(H29)の借入れ 251,640

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 委託料 平成29年度東京都教育委員会HP作成等業務委託(2)2月分 102,600

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 「教育庁基礎資料」の印刷 298,080

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H26年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 13,822

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H26年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 447,117

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H26年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 198,919

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H27年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 28,569

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H27年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 668,981

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H27年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 373,054

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H28年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 29,720

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H28年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 177,555

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H28年度更新分)用持出制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 154,525

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(H20・21・23)の借入れ 1,898

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(H20・21・23)の借入れ 44,135

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(H20・21・23)の借入れ 18,983

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成26年度分)の借入れ 2,080,419

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成26年度分)の借入れ 27,110,498

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成26年度分)の借入れ 7,655,119

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(平成27年度分)の借入れ 2,195,316

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(平成28年度分)の借入れ 1,961,280

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用学級ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(平成27年度分)の借入れ 11,178,648

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用学級ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H28年度分)の借入れ 883,435

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用学級ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H28年度分)の借入れ 10,600,529

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 教育庁部門サーバ用機器の借入れ（２月分） 209,412

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 教育庁管理職用プリンターの借入れ（２月分） 153,036

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 都立学校ICTﾊﾟｲﾛｯﾄ校ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H28年度分)の借入れ 7,417,980

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ外２点の借入れ 23,328
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教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立学校ICTｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞ等環境ｻｰﾋﾞｽ追加提供委託(2月分) 518,400

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用学級ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H29年度)の借入れ 937,830

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用学級ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H29年度)の借入れ 11,626,890

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 都立学校ICTﾊﾟｲﾛｯﾄ校ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(平成29年度分)の借入れ 4,521,204

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT特別支援用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ機器(H29)の借入れ 1,927,800

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ファイルサーバシステムの借入れ（2月分） 6,416,306

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ファイルサーバシステムの借入れ（2月分） 1,914,814

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H25更新分)用持出制御ｿﾌﾄの借入れ(再ﾘｰｽ) 19,764

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成25年度分）の借入れ 243,563

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成25年度分）の借入れ 22,356,835

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成25年度分）の借入れ 1,250,037

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(一般需用費) 17,345

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(役務費) 11,885

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成28年度分）の借入れ 806,937

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成28年度分）の借入れ 459,039

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 成績等管理サーバセンター設備の借入れ（2月分） 1,081,954

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 教育庁旅費システム用サーバ機器等の借入れ（2月分） 10,637,892

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 東京都教育庁調査統計ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の借入れ 1,103,976

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 生体認証サーバ機器及び装置の借入れ（2月分） 5,352

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 生体認証サーバ機器及び装置の借入れ（2月分） 513,839

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 生体認証サーバ機器及び装置の借入れ（2月分） 16,057

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H29年度更新分)用持出し制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 80,152

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H29年度更新分)用持出し制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 4,182,396

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(H29年度更新分)用持出し制御ｿﾌﾄｳｪｱの借入れ 2,433,452

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMSクライアント用補助機器の借入れ(再リース) 5,400

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成27年度分）の借入れ 567,269

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校ICT計画用機器（平成27年度分）の借入れ 125,605

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 教育庁情報ｾｷｭﾘﾃｨ外部監査及びﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ監査業務委託 1,080,000

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 労働者派遣（都立学校ICT環境の整備関連業務）2月分 293,787

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成３０年２月分）について 17,157

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 旅費 普通旅費 近接地内旅費(総務費)の支出(平成30年２月分)について 1,932

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 委託料 平成29年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査委託 1,166,400

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMSクライアント用補助機器の借入れ(再リース) 5,400

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 役務費 録音データの反訳 12,227
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教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 16,362

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 「文部科学省法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 6,996

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 報償費 H30「とうきょうの教育」企画審査委員外部委員謝礼 33,500

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 報償費 訴訟事件着手金の支出について 488,950

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 報償費 訴訟事件終了金の支出について 977,900

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費　２月分の支出について 7,685

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 旅費 特別旅費 平成２９年度　近接地内旅費　２月分の支出について 2,058

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費　２月分の支出について 12,075

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度　近接地内旅費　２月分の支出について 590

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 440,312

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 追録の購入 369,904

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 追録の購入 67,400

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 追録の購入 36,176

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 報償費 争訟維持協力者に対する謝金の支出について 42,022

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成３０年版」の購入 6,264

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成３０年版」の購入 92,718

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成３０年版」の購入 27,984

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費2月処理分 7,554

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内等旅費2月処理分 55,189

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費2月処理分 4,778

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 複写機の借入れ 30,240

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 15,184

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 17,256

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費3月処理分 6,247

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内等旅費3月処理分 51,158

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内等旅費3月処理分 7,143

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 32,246

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 16,362

教育庁 総務部 契約管財課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 2,466

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステム（都立学校67校分）の借入れ 2,339,712

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステム（都立学校63校分）の借入れ 2,163,105

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織（稔ヶ丘高校外16か所）の借入れ 3,389,180
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（六本木高校外13か所）の借入れ 1,282,284

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出退勤システム（都立高53校）の借入れ 2,096,820

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学願書（分割後期・全二次様式）外４点の印刷 688,835

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(教育庁神楽坂庁舎)に係る支出 34,013

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密書類の溶解処理委託（単価契約） 56,840

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る経費の支出（大島　計画３月） 35,288

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　１月） 25,226

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　１月） 2,276

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　１月） 98,986

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　１月） 5,908

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（中部 3,581,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（中部 1,945,815

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（東部 2,686,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（東部 3,250,057

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（西部 2,686,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中高一貫教育校入学者決定事務手続支援業務委託（西部 2,487,785

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,171

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入選用パソコン及び周辺機器の借入れ(三田高校外4校) 154,224

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入選用パソコン及び周辺機器の借入れ(小山台高校外4校 151,146

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入選用パソコン及び周辺機器の借入れ(豊多摩高校外4校 154,224

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入選用パソコン及び周辺機器の借入れ(府中高校外4校) 151,146

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 都立高校入試採点システムの借入れ(三田高校外4校) 120,420

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 都立高校入試採点システムの借入れ(小山台高校外4校) 122,191

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 都立高校入試採点システムの借入れ(豊多摩高校外4校) 123,012

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 都立高校入試採点システムの借入れ(府中高校外4校) 122,191

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 都立学校授業料等徴収システム用プリンタの借入れ 607,500

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 タブレット端末の借入れ 135,648

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 外国人生徒対応用タブレット端末の借入れ（30設置校） 29,592

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立赤羽商業高等学校校舎外壁等石綿含有調査委託 772,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 280,530

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 瑞穂農芸高校(29)校内通路改修工事(緊急施行) 238,140,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立国際高等学校オンラインストレージサービスの使用 24,300

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 都立学校授業料等徴収システム機器の借入れ 1,172,880

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 都立学校授業料等徴収ｼｽﾃﾑﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ管理機器の借入れ 1,062,720
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 シュレッダーの買入れ 316,440

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 芦花高校(29)空調設備改修その他工事監理業務 4,860,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 新宿高校ほか1校(29)武道場その他改修工事監理業務 2,170,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 三宅高校(29)放送設備その他改修工事実施設計 1,458,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 南平高校ほか3校(29)屋上緑化その他改修工事監理業務 1,635,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 大森高校(29)武道場天井改修その他工事監理業務 1,290,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 鷺宮高校ほか1校(29)武道場天井改修他工事実施設計 1,538,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 蒲田高校ほか1校(29)武道場天井改修工事実施設計 1,975,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（町田総合高校）の借入れ 99,802

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（都立総合芸術高校）の借入れ 102,524

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（都立王子総合高校）の借入れ 111,996

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（都立飛鳥・晴海総合高校）の借入れ 224,640

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（都立新宿山吹高校）の借入れ 267,948

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 東大和南高校(29)空調設備改修工事 54,126,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 三宅高校(29)給水設備改修工事 9,916,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 多摩工業高校(29)空調設備改修工事実施設計 7,009,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 三宅高校(29)プールろ過設備その他改修工事 20,844,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 石神井高校(29)空調設備改修工事実施設計 1,924,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 南平高校ほか3校(29)屋上緑化その他改修工事 58,314,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 桐ヶ丘高等学校(29)改築等に係る基本計画作成業務委託 3,110,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 407,697

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 480,810

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 235,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 1,790

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 6,720

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前途について 46,516

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前途について 315

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前途について 83,775

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前途について 47,872

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 都立中高一貫教育校検証委員会委員への謝礼の支出 80,129

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（紙処理分　１月） 17,850

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステム（都立学校67校分）の借入れ 2,339,712

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステム（都立学校63校分）の借入れ 2,163,105

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 新宿高校ほか1校(29)武道場その他改修工事 26,383,159
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 稔ヶ丘高校(29)空調設備その他改修工事実施設計 2,506,760

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 光丘高校(29)空調設備改修工事実施設計 6,588,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 紅葉川ほか１校（29）武道場天井改修工事実施設計 2,678,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出退勤システム（都立高53校）の借入れ 2,096,820

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（修正） 601

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 役務費 建築基準法の規定等により仮使用認定に係る書類の提出 126,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校管理システム（六本木高校外13か所）の借入れ 1,282,284

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 第一商業高校(29)放送設備その他改修工事実施設計 1,728,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 羽村高校ほか1校(29)武道場天井改修他工事実施設計 2,318,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 立川高校(29)空調設備改修工事実施設計 2,527,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 白鴎高校(29)校舎棟便所改修工事実施設計 1,838,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 住宅地図の買入れ 662,580

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラープリンターの修繕 75,254

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度授業料等口座振替データ処理委託（２月分） 6,480

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 就学支援金のお知らせ外1点の翻訳及び編集委託 331,560

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 録音データの反訳（単価契約） 22,680

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 今後の工業高校のあり方検討委員会委員への謝礼支出 77,940

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費
負担金補助及交付
金

30年度成績一覧表調査委員会事務処理特例交付金 649,176

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 「都立高校入試採点システム装置」一式の借入れ 6,458,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織（稔ヶ丘高校外16か所）の借入れ 3,389,180

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 卒業証書（様式１）外36点の印刷 38,284

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 卒業証書（様式１）外36点の印刷 605,440

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書（様式１）外36点の印刷 3,377,734

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書（様式１）外36点の印刷 428,142

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（南） 15,548

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（中央） 34,622

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（北） 49,871

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 労働者派遣（平成29年度給付型奨学金等申請処理） 12,846,681

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 上野高校(29)別館棟厨房その他改修工事監理業務 1,665,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 小山台高校(29)便所その他改修工事実施設計 4,806,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 稔ヶ丘高校(29)職員室その他改修工事実施設計 2,072,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 携帯電話の借上げに係る経費（借上料等）の支出 68,040

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 携帯電話の借上げに係る経費（借上料等）の支出 44,506

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（現金支給分　２月） 8,668
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 上野高校(29)別館棟厨房その他改修工事 34,289,904

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 蔵前工業高校(29)武道場棟天井その他改修電気設備工事 10,399,864

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 文京高校(29)校庭改修その他工事実施設計 1,371,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 目黒高校(29)冷温水発生機分解整備工事 26,460,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 東大和南高等学校(29)空調設備改修工事監理業務 1,838,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小平南高校(29)自家用電気工作物保安管理業務委託 24,408

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 美原高校外2校(29)武道場天井その他改修工事実施設計 3,434,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 富士高校(29)環境整備工事実施設計 2,904,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 田無工業ほか２校（29）武道場天井改修工事実施設計 3,088,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 桐ヶ丘高校(29)擁壁塗装撤去工事実施設計 637,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日野台高校(29)自家用電気工作物保安管理業務委託 19,980

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 就学支援金受給資格認定審査に係る運用業務委託２月分 328,827

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 都立高等学校入学者選抜学力検査問題用図書類の購入 81,371

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 都立高校入選学力検査問題配布等に係る著作物使用料 12,420

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 都立高校入選学力検査問題配布等に係る著作物使用料 2,592

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立千歳丘高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 10,152,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立府中東高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 9,807,567

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約(教育庁神楽坂庁舎)(追加契約) 41,313

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続に係る経費（教育庁神楽坂庁舎） 6,594

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 国際バカロレア労働者派遣（ICT活用支援）（1月分） 194,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 商業高校用ネットワークサーバーの借入れ（継続支払） 2,563,920

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 大江戸高校(29)特別教室空調設備改修工事 51,184,440

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 小松川高校ほか1校(29)環境整備工事実施設計 1,587,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 目黒高校(29)自動制御設備改修工事 17,960,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 蔵前工業高校(29)武道場棟天井その他改修工事 19,812,520

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 山崎高校(29)便所改修工事実施設計 2,628,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 多摩工業高校ほか1校(29)武道場天井改修工事実施設計 2,062,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 農芸高校(29)圃場改修工事実施設計 996,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 武蔵高校(29)空調設備改修工事実施設計 1,676,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 蔵前工業高校(29)武道場棟天井改修他改修工事監理業務 1,998,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 国際高校ほか１校（29）武道場天井改修工事実施設計 1,282,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立板橋高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 8,374,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立城東高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 14,579,676

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立篠崎高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 15,487,200
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　２月） 50,441

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　２月） 16,873

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　２月） 90,050

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム分　２月） 6,015

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託(中部支所) 290,088

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 葛飾野高校外12校(29)自家用電気工作物保安管理委託 226,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎附属中学外16校(29)自家用電気工作物保安管理委託 606,312

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日野高校外14校(29)自家用電気工作物保安管理業務委託 318,924

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（東部支所）高校分 624,132

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 深沢高校(29)改築等に係る基本計画作成業務委託 3,672,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費
負担金補助及交付
金

篠崎高校改修工事に伴う電柱支障移転工事 1,375,900

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 労働者派遣（平成29年度給付型奨学金等申請処理） 13,465,407

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 59,994

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法 平成30年版」の購入 37,312

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「わが青春の記録（平成29年度）」の印刷 455,328

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 トレース台外７点の買入れ 245,808

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 携帯電話の借上げに係る経費（借上料等）の支出 25,920

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 携帯電話の借上げに係る経費（借上料等）の支出 2,862

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月処理分） 29,800

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月処理分） 27,910

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月処理分） 200,117

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム２月処理分） 3,325

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 タクシー代金の支出ついて 4,330

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について(小笠原3/10発分) 152,048

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 26,568

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 設計図面等の作成（単価契約） 11,152

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 複写機の賃借（２月分） 33,696

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織一式の借入れ（耐力度計算システム） 44,064

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 職員の出張に係る旅費の支出について(小笠原3/22発分) 152,264

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成３０年度版」の購入 5,454

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成３０年版」の購入 6,264

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

需用費 一般需用費 「教育小六法　平成３０年版」の購入 2,332

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立羽村特別支援学校（29）内部改修工事実施設計 950,400
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教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 盲学校学力調査問題「せこ」外11点の印刷（墨字） 297,648

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 学校介護職員募集に係る総合求人情報サイトの作成掲載 216,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 29就学奨励費の資金交付（第３回定例配付） 20,084,121

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 介護職専門インターネットサイト作成掲載委託 259,200

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用プリンタ等の借入れ 10,832

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立水元小合学園施設台帳図面作成委託 993,600

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 南多摩地区特支（仮称）外１校　土地利用履歴調査委託 864,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用サーバー機器等の借入れ 1,544,702

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用プリンタ等の借入れ 1,247,940

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立板橋特別支援学校(29)高温水配管設備改修工事 53,840,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 王子特別支援学校(29)非常用発電設備その他改修設計 810,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立八王子盲学校（２９）空調設備改修工事 35,395,720

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 東京都立江東特別支援学校（２９）空調設備改修工事 21,443,240

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立立川ろう学校（２８）寄宿舎棟その他解体工事 135,758,800

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立八王子盲学校(29)空調設備改修工事監理業務 1,560,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立板橋特別支援学校(29)高温水設備改修工事監理業務 3,456,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立青鳥特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 3,132,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立城南特別支援学校（29）外壁改修工事実施設計 1,836,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 調布特別支援学校(28)空調設備その他改修工事 150,194,800

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立立川ろう学校(28)寄宿舎棟解体工事監理業務 2,279,520

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立王子第二特別支援学校仮設校舎等の借入れ 1,491,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立小金井特別支援学校仮説校舎等の借入 7,884,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立町田の丘学園仮設校舎等の借入れ 11,259,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立東部地区特別支援学校（仮称）及び水元特別支援学 13,737,600

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校仮設校舎等の借入れ 1,501,200

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立七生特別支援学校仮設校舎等の借入れ 27,665,999

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立村山特別支援学校劣化状況等調査委託 2,540,160

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度分旅費の支出について（2月確認分） 50,329

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度分旅費の支出について（2月確認分） 25,548

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 平成29年度分旅費の支出について（2月確認分） 25,505

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年1月紙処理分） 3,697

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成30年度アシスト講座会場使用料支払（通年／西部） 8,200

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 肢体不自由特支校(分教室等)用タブレット機器の借入れ 266,760

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校仮設校舎等の借入れ 9,323,461
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教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 病弱教育支援員用タブレット機器の借入れ(2月分) 351,781

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 病弱教育支援員用タブレット機器の借入れ(2月分) 103,979

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立墨田特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 3,171,200

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 調布特別支援学校(29)空調設備その他改修工事監理業務 4,804,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 東京都立江東特別支援学校（29）内部改修その他工事 28,500,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立大泉特別支援学校（29）屋上防水改修工事実施設計 2,138,400

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立石神井特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 2,506,760

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 しいの木特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 2,680,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立高島特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 2,589,920

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費） 44,973

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成30年度学校介護職員任用前研修に係る講師謝礼 18,048

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立立川ろう学校土壌汚染概況調査委託 2,980,677

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ２９発達障害教育シンポジウム運営委託 1,922,400

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校外部専門家用端末の借入れ 376,380

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校外部専門家用端末の借入れ 163,512

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 盲学校学力調査問題「専国」外23点の印刷（点字） 789,450

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 南多摩地区特支検討委員会に係る報償費の支出 13,572

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 労働者派遣の派遣料金の支払いについて２ 492,482

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 労働者派遣の派遣料金の支払いについて 251,105

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費） 202,057

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医ケア運営協議会の実施に係る報償費の支出 168,382

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 高校教育課程外の指導・支援委託審査委員会謝礼金支払 40,423

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 29特別支援教室における心理士等の巡回相談委託 27,075,844

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 聴覚システム用機器の借入れに係る継続支払い 2,569,644

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立村山特支改築に係る基本計画作成業務委託 3,726,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 学校介護職員任用前研修に係る派遣労働者の旅費支出 648

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(水元小合学園) 37,908

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(町田の丘学園山崎校舎) 17,172

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理用機器及びソフトの借入れ(都立志村学園) 36,099

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（都立城北特別支援学校） 47,196

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(八王子盲外10校3分教室) 406,674

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入（小平特支外７校１分教室） 284,526

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(鹿本学園外9校2分教室) 361,044

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(都立文京盲外6校) 243,054
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教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(久我山青光外6校1分教室) 250,182

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 八王子地区第二特支検討委員会に係る報償費の支出 11,342

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 南多摩地区特支検討委員会に係る報償費の支出 18,032

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＳＢ運行の安全管理等に係る研修の会場使用料の支払 94,460

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立清瀬特別支援学校（29）給排水設備工事実施設計 972,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立練馬特別支援学校(29)空調設備改修工事実施設計 3,348,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立中央ろう学校（29）環境衛生設備工事実施設計 3,120,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立中野特別支援学校（２９）便所改修工事実施設計 1,728,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成３０年度アシスト講座事業周知用ポスターの印刷 189,075

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 江東特別支援学校(29)内部改修工事その他電気設備工事 22,847,880

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(都立永福学園外1校) 86,670

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(大塚ろう外７校１分教室) 284,526

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理機器の借入れに係る支払(城東特別支援学校) 37,476

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾野高校外12校(29)自家用電気工作物保安管理委託 223,199

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務（中部支所）特支分 111,132

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 白鴎附属中学外16校(29)自家用電気工作物保安管理委託 41,688

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 日野高校外14校(29)自家用電気工作物保安管理業務 89,208

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用プリンタ等の借入れ 10,832

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務（東部支所）特支分 233,928

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 東京都公立学校一般職非常勤職員採用選考事務処理委託 248,832

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用サーバー機器等の借入れ 1,544,702

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 学事事務システム用プリンタ等の借入れ 1,247,940

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 49,086

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 20,988

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 第4回医ケア運営協議会の実施に係る外部講師への報酬 27,117

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 役務費 臨時電話料金の支出について 18,496

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村立学校臨時職員賃金等交付金の支出 53,289,954

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村立学校臨時職員賃金等交付金の支出 27,552,409

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 報償費 教員採用候補者選考問題の外部検討委員報償費(第4回) 70,164

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 146,097

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 26,650

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 13,045

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 12,855

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 28,361
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教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（２月確認分） 4,473

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 1,072

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 2,057

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 200

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 1,100

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 618

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【試験課】(単価契約)の支出 7,585

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃借 39,744

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費2月分(旅費システム外)の支出について 660

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 教員採用候補者選考等の試験問題作成用参考図書の購入 33,588

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 教員採用候補者選考等の試験問題作成用図書の購入 14,040

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（3月分） 43,200

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度区市町村立学校教職員普通旅費の支出 94,000

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 6,496,452

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 4,221,064

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 15,300

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 6,148

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 4,510,742

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 772,825

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 43,480

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 97,397

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 18,564

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 4,010,809

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 3,390

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 3,618

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 53,155

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 323,825

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 768,050

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 295,825

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 248,368

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 16,470,164

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 19,762,137

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 2,492

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 216,913
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教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 3,591,328

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 1,056,737

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 62,636

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 140,144

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 1,561,546

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 111,103

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 93,235

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 1,613,047

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 320,482

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３月分  教育庁旅費システム 298,437

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 242,542

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 18,338

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 1,757

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 2,850

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 12,127

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 985

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 1,680

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 83,662

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 556

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 246,129

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 18,495

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 1,718

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 2,116

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 269

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 2,685

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 31,584

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 62,875

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 1,458

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 シュレッダーに関する契約(神楽坂庁舎)の支出 6,090

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(試験課)(3月分) 54,799

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(試験課)(3月分) 1,676

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する追加契約(神楽坂庁舎)(単価契約) 26,172

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度区市町村立学校時間講師費用弁償の支出 1,260

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 神楽坂庁舎試験課分室の電話料金にかかる経費 10,474
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教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 平成29年度区市町村立学校教職員普通旅費の支出 4,230,000

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 平成29年度区市町村立学校教職員普通旅費の支出 4,646,000

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃借 34,560

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの賃借(作問用) 7,992

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月23日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

義務教育費国庫負担金に係る額の確定及び返還について 100,280,238

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 プリンタの賃借 2,808

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの賃借(試験課) 4,200

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)の支出 22,480

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約【試験課】(単価契約)の支出 11,523

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度区市町村立学校日勤講師費用弁償の支出 13,241

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 4,076

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 1,347

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 ３月分  教育庁旅費システム（講師） 1,860

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 16,362

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年度版」の購入 6,264

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 10,908

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 9,328

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 20,988

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 平成29年度区市町村立学校時間講師費用弁償の支出 598

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度区市町村立学校時間講師費用弁償の支出 1,128

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（3月確認分） 6,867

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（3月確認分） 19,617

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（3月確認分） 3,946

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（3月確認分） 10,894

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について(2月確認・不適合除外) 59,165

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支出について(2月確認・不適合除外) 8,711

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 報償費 教員志望者向け個別相談会の開催に伴う講師謝礼の支出 1,130,910

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 「印刷機の借入れ」に係る経費の支出（Ｈ２９年度分） 11,232

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 「プリンターの賃借」に係る経費の支出（Ｈ29年度分） 12,636

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 62,588

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 有料メールマガジンの発行にかかる経費の支出 3,024

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 失効・取上げ官報搭載委託(単価契約)に係る経費の支出 30,160

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費　3月分） 39,115
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教育庁 人事部 選考課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

臨時免許状検定授与申請に係る手数料の還付について 1,600

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 平成29年度人事部選考課執務室(神楽坂庁舎)の電話料金 5,728

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 平成29年度免許状授与交付等事務に係る労働者派遣 400,507

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 教員採用選考電算処理委託(単価契約)の支出 2,001,512

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 委託料 教員採用選考電算処理委託(単価契約)の支出 16,874,308

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成３０年版」の購入 81,432

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成３０年版」の購入 16,362

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成３０年版」の購入 39,644

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 役務費 特別免許状授与面接に係る通訳業務委託 93,960

教育庁 人事部 選考課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 使用料及賃借料 平成29年度複写機・ファクシミリ複合機の借上げ 3,780

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出(平成３０年１月分) 76,684

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出(平成３０年１月分) 3,428

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 指定医師診断料の支払い 13,320

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

学校マネジメント強化モデル事業に係る補助金の支出 25,983,545

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 複数の少額支払い案件に係る前渡金（３月分） 2,160

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（神楽坂庁舎）２月分 18,178

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 管理主事旅費（システム外）（平成30年2月分） 14,792

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 指定医師診断料の支払い（平成30年2月分） 11,765

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する経費の支出（管理主事用）２月分 20,901

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 特別旅費 服務支援員の旅費（ｼｽﾃﾑ外）の支出（平成30年2月分） 2,544

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 委託料 平成29年度非常勤教員等退職時講習会の運営委託 275,616

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター用トナーカートリッジの購入 134,352

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 人材バンク事業に伴う業務委託（スポーツ専門指導者） 406,296

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修理 140,400

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 平成29年度　臨時設置電話料の支出（神楽坂　小中班） 38,498

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 平成29年度　臨時電話料の支出（講師等任用担当） 8,924

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（３月分） 98,069

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 報償費 29年度指導不適切教員の後期成果分析授業経費の支出 178,922

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 報償費 30年度指導力不足等教員認定等意見聴取経費の支出 95,145

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 多摩教育事務所籍管理主事旅費（平成29年度2月分） 14,898

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 報償費 29年度指導不適切教員認定解除等審査委員会経費の支出 95,145

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,646

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 役務費 指定医師診断料の支払い 25,085

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 平成29年度「非常勤教員等退職時講習会資料」の印刷 233,280
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教育庁 人事部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 委託料 非常勤情報提供システム通知封入封緘及び発送委託 509,058

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 追録の購入 7,278

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京都職員カードの作成（単価契約）に係る支出 105,019

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京都職員カードの作成（単価契約）に係る支出 12,117

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 退職辞令交付式用立て看板等の経費の支出 70,200

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 43,632

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 12,528

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 30,316

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成３０年２月分） 54,093

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出（平成３０年２月分） 720

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 使用料及賃借料 東京都公立学校長等の退職辞令交付式等実施に伴う経費 111,434

教育庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 東京都公立学校長等の退職辞令交付式等実施に伴う経費 30,000

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費の支出（２月支出分） 7,670

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 旅費 特別旅費 平成２９年度　近接地内旅費の支出（２月支出分） 3,559

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度教職員人事給与システム穿孔処理委託の支出 48,012

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度教職員人事給与システム電子計算機処理委託 26,913,015

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 年末調整事務の電子計算機処理に係るプログラム修正 2,824,988

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借に関する支出について（２月分） 6,264

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 教職員人事給与システムプログラム修正等処理委託４ 7,235,337

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡について 4,327

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡について 23,000

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支払(2月分) 26,829

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度東京都教育庁教職員個人番号収集・管理委託 4,053,150

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成３０年版」の購入 5,454

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成３０年版」の購入 6,264

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成３０年版」の購入 2,332

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度教職員人事給与システム穿孔処理委託の支出 192,245

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費の支出（３月支出分） 5,386

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年1月分　旅費システム対 1,236

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 28,980

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年2月分　旅費システム対 1,400

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 38,178

教育庁 人事部 勤労課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 11,660
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教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度ｽﾄﾚｽ検査解析業務委託(単価契約)9月分 365,021

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員保健指導等業務委託(単価契約)(1月分) 2,048,126

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員保健指導等業務委託(単価契約)(1月分) 1,110,226

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員採用時及び復職後の健康診断委託(1月) 40,867

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員採用時及び復職後の健康診断委託(1月) 22,153

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員健康診断委託（1月分） 2,642,845

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員健康診断委託（1月分） 1,432,605

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 体育服トレーナー上衣灰外５点の買入れ 8,640

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 体育服トレーナー上衣灰外５点の買入れ 641,671

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 体育服トレーナー上衣灰外５点の買入れ 12,269

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 体育服トレーナー上衣灰外５点の買入れ 3,693

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員女性検診委託（1月分） 1,746,106

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員女性検診委託（1月分） 946,511

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員腰痛健診委託（1月分） 1,527,887

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月09日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

健康保険料及び厚生年金保険料の還付 37,926

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度都立学校産業医研修会(第３回)講師謝礼支払 24,064

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「雇用保険被保険者離職証明書」の印刷 226,800

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出について 15,260

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 プリンターの借入れ（２月分） 2,916

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修繕 198,396

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度ｽﾄﾚｽ検査解析業務委託(単価契約)10月分 344,518

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約）代金 17,859

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 健診等技術審査委員会学識経験者に対する経費の支出 79,016

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 精神保健技術審査委員会学識経験者に対する経費の支出 79,016

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員腰痛健診委託（２月分） 250

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校教職員腰痛健診委託（２月分） 24,817

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 役務費 八重川第二住宅外5か所 廃消火器収集運搬再生処理委託 70,200

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 委託料 八重川第二住宅外5か所 廃消火器収集運搬再生処理委託 663,200

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 公立学校教職員精神保健管理業務委託(単価契約)2月分 15,824,501

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料金の支払い 7,645

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 1,210

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 604

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 7,425

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 旅費 普通旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 1,561
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教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 旅費 特別旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 660

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分例月旅費の支出について 330

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 福利厚生費 教職員住宅建設費 委託料 教職員新島(本村第五)住宅(仮称)(29)新築工事実施設計 5,222,400

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 委託料 教育委員会職員住宅（五日市）外56住宅12条点検委託 4,838,400

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 島しょ地区都立学校教職員VDT健診及び呼吸器健診委託 2,177,170

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 委託料 教職員住宅外壁石綿含有分析調査委託（多摩） 642,600

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 「都政六法  平成30年版」の購入 27,270

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 需用費 一般需用費 「教育小六法  平成30年版」の購入 6,996

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 134,352

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出について 56,160

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成３０年２月分）の支出について 330

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 恩給費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成３０年２月分）の支出について 7,333

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成３０年２月分）の支出について 308

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 5,454

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 2,332

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 都立知的障害特支清掃技能検定指導者講習会の謝金支出 150,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 冬季都立知的障害特支清掃技能検定に係る講師謝金支出 164,500

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会の共催 765,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第40回都高文祭将棋部門中央大会講師及役員報償費支払 26,879

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 発達障害の生徒に対するｱｾｽﾒﾝﾄ(中学校版)作成委託 2,000,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 清掃用タオル外９点の買入れ 79,423

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 H29第67回東京都公立学校美術展覧会賞状外1点の印刷 297,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度書道作品展に係る作品及び機材等の運搬請負 59,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの借入れ（H28） 82,944

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29年12月分指導部地内旅費（システム対象外）の支出 50,681

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29年12月分指導部地内旅費（システム対象外）の支出 15,752

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 特文祭　書道作品展　講師報償費 35,916

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度多言語学習の拡充に係る語学指導業務委託 1,123,090

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 旅費の支出(都立大島高校等卒業式出席等) 38,770

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 都立学校ICTパイロット校（高等学校）ソフトウェア 650,052

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末借入れ（その２） 468,720

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末の借入れ 322,920

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度ICTパイロット校事業（中等）ソフトウェア 526,608
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教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度ICTパイロット校（高校）ソフトウェア借入 564,435

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度都立学校ICTパイロット校学習用プリンター 65,664

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末の借入れ（その3） 178,524

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ディスプレイ等の借入れ 317,520

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 英語教育推進地域事業報告書の印刷 788,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍｢2018年受験用全国大学入試問題正解1英語｣外23点 91,880

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 旅費の支出(福島県教育旅行モニターツアー参加) 2,804

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度東京都小学生科学展に係る経費の支出 230,083

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度人権教育研究奨励事業に係る研究奨励金 326,179

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度JET青年住居管理等業務委託（単価契約）(2) 232,848

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度都立学校ICT支援業務委託 1,576,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度都立学校ICTパイロット校（中等教育学校） 1,697,949

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度 成績処理ファイルの運用支援業務委託 5,857,650

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成30年1月分指導部地内旅費(システム対象外)の支出 23,885

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度JET青年の住居管理等業務委託（単価契約） 210,470

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度 少額支払案件に係る前渡金の準備(3月一需) 185,142

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度 少額支払案件に係る前渡金の準備(3月役務) 39,414

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度都立高等学校等におけるオンライン英会話 12,422,273

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 部活動の民間委託モデル事業委託 1,512,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 清掃技能検定審査員講習及び中学校指導者養成講習 1,495,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 H29都立特別支援学校ｱｰﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ展作品運搬等業務委託 1,823,180

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29東京都小学校科学展に係る展示会場設営等業務委託 1,693,440

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３０年１月分指導部地内旅費(システム対象職員)の支出 537,443

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 ３０年１月分指導部地内旅費(システム対象職員)の支出 48,704

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ３０年１月分指導部地内旅費(システム対象職員)の支出 36,772

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 ３０年１月分指導部地内旅費(システム対象職員)の支出 139,739

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 個別指導の内容等に関する指導資料作成事業の謝礼支出 104,403

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第4回人権教育指導推進委員会講師謝金の支出 13,900

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度東京都学力向上施策検討委員会の委員謝金 144,828

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払(1月分) 228,983

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 情報教育研修「プログラミング」の開催に係る特別旅費 308

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 校内寺子屋事業における外部学力調査経費の支出（３） 868,560

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 のぼり旗の購入 2,218,428

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29第67回東京都公立学校美術展覧会会場設営等委託 2,322,000
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教育庁 指導部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 安全対策推進事業実施に係る位置探索機器の支払い 553,500

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 H29第67回公美展に係る緊急連絡用携帯電話借上料支払 36,402

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 H29第67回公美展に係る緊急連絡用携帯電話借上料支払 34,560

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 指導資料「東京リ・スタディ」の原稿作成委託 963,770

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 第40回都高文祭演劇多摩南地区大会照明等の操作業務 151,810

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 子供の体力向上推進優秀校表彰に係る額の購入 238,464

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 追録の購入 3,046

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 追録の購入 107,416

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 追録の購入 120,312

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 個別指導の内容等に関する指導資料作成事業原稿料支出 19,395

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第40回都高文祭演劇部門地区及中央大会報償費支払 1,331,239

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 英語等指導助手の報酬（３月例月・当日執行） 92,652

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 英語等指導助手の報酬（３月例月・一日前執行） 45,351

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29東京都ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ活用事業補助金の概算払 247,081,223

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都「 Good Coach賞」楯外2点の買入れ 251,359

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バランスボール外６点の買入れ 281,475

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 H29都立特別支援学校ｱｰﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ展の照明設置業務委託 907,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第40回都高文祭日本音楽中央大会講師役員報償費支払 78,126

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度研究開発委員会指導資料説明会の講師謝金等 94,910

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度研究開発委員会指導資料説明会の講師謝金等 7,708

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度教育研究員研究発表会に係る講師謝金等支出 100,568

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度教育研究員研究発表会に係る講師謝金等支出 17,412

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 長期継続案件（プリンター借入れ）に係る契約継続 3,564

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 プリンター用トナーカートリッジの買入れ 268,920

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)(29年4月～30年3月)の支出 172,387

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書業務）の支出について 242,190

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 外国人英語等教育補助員外2件の報酬電算処理委託 1,751,760

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 外部指導員用バッジ及び資格証（カード）の買入れ 297,864

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 海外教育委員会との協力体制構築に係る業務委託 723,560

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「Welcome to Tokyo」日本語版外1点の印刷 5,531,117

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29学校と家庭の連携推進事業補助金の概算払 74,214,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29学校と家庭の連携推進事業委託契約に係る概算払 13,965,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 補償補填及賠償金 都立学校における部活動中の物損事故に係る示談金 219,091

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 いじめ問題対策委員会(第5回)に係る委員旅費の支出 4,726
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教育庁 指導部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都高等学校文化連盟分担金の支出 1,400,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 H29都立特別支援学校ｱｰﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ展作品返却に係る支出 82,500

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度多言語学習の拡充に係る語学指導業務委託 753,377

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 合同防災キャンプ2017実施に係る業務委託 8,078,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度「高校生元気アップスポーツ交流事業」実施 22,906,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度理数研究ラボ（集中）実施に係る業務委託 7,116,930

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 小学校教育課程編成実施評価改善のための基準資料印刷 4,475,520

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第40回都高文祭放送部門地区及中央大会報償費支払 308,252

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第46回総文祭東京大会生徒委員会事前情報交換会 20,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 第46回総文祭東京大会生徒委員会事前情報交換会 1,900

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 合同防災ｷｬﾝﾌﾟ2017に係る防災士養成講座実施業務委託 9,099,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 ノート型パーソナルコンピュータの運搬 30,560

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 第９回中学生「東京駅伝」大会開催に伴うバスの借上げ 5,072,112

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 「児童・生徒等表彰式に係る設営等業務委託 679,320

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 第67回東京都公立学校美術展覧会開催に係る作品等運搬 810,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 東京都公立学校ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの報酬(平成30年2月)の支出 2,459,453

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービス(単価契約)(H27)(追加契約)の支出 97,561

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度児童・生徒等表彰式賞状の筆耕（単価契約） 207,900

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 債権差押に伴うｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ2月例月旅費の支出 412

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の準備 3月役務② 30,712

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の準備 3月一需② 195,719

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払(2月分) 253,168

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 諸施設整備費 委託料 教育庁神楽坂庁舎（29）電気設備改修工事実施設計 1,177,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 第９回中学生「東京駅伝」大会事業業務委託 50,760,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29ﾕﾆｰｸな美術活動の機会の創出事業実施業務委託 1,555,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 特別支援学校に係る宿泊防災訓練の災害用備蓄品買入れ 2,262,848

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29都立特支ｱｰﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ展実施に係る運営等業務委託 1,451,925

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29教員研修事務処理特例交付金（事業費）の概算払 19,966,784

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29教員研修事務処理特例交付金（事業費）の概算払 1,910,030

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29教員研修事業事務処理特例交付金(事務費)の概算払 9,461,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29教員研修事業事務処理特例交付金(事務費)の概算払 7,030,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

H29教員研修事業事務処理特例交付金(事務費)の概算払 908,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29都立特別支援学校における社会貢献ﾓﾃﾞﾙ事業支払 1,620,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度留学生の受入業務委託（7月実施分） 2,311,416
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教育庁 指導部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度留学生の受入業務委託（12月実施分） 15,255,345

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 59,994

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 56,376

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「教育小六法  平成30年版」の購入 58,300

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

「英語村(仮称)」事業施設賃料補助(平成29年度2月分) 22,038,802

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 669,600

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 東京ｼﾞｭﾆｱ科学塾第２回及び専修ｺｰｽ第６回講師謝金支出 33,133

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 東京ｼﾞｭﾆｱ科学塾第３回及び専修ｺｰｽ第７回講師謝金支出 60,160

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度一泊二日宿泊防災訓練に係る毛布借入れ(2) 433,693

教育庁 指導部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度一泊二日宿泊防災訓練に係る毛布借入れ(1) 225,288

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約（教育庁神楽坂庁舎） 11,708

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 ３月分  公共料金支払 67,872

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 空調設備保守点検委託（教育庁神楽坂庁舎） 120,960

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度義務教育相談部会専門員の謝金の支出 180,310

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 エレベーター保守点検委託（教育庁神楽坂庁舎） 19,224

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（東京都特別支援教育推進室） 3,996

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 出勤管理用機器及びソフト借入（特別支援教育推進室） 32,130

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託（教育庁神楽坂庁舎） 24,408

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 会議資料の印刷に係る経費の支出 187,920

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,854

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 揚水ポンプ等の修繕 972,000

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 受水槽ＦＭバルブの修繕 421,200

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 機械警備委託（教育庁神楽坂庁舎） 62,208

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 便器の修繕 468,288

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 建物清掃委託（教育庁神楽坂庁舎） 96,660

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度東京都就学支援委員会委員の謝金の支出 300,511

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 就学相談様式の印刷に係る経費の支出 151,675

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 390,221

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約（教育庁神楽坂庁舎） 7,533

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 個別フォルダー外４点の買入れ 234,757

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 都立特別支援学校生徒の現場実習先企業の開拓業務委託 669,600

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度就労支援アドバイザーの業務に係る支出 1,000,224

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成２９年度就労支援アドバイザーの業務に係る支出 51,070

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 外国旅行（建築資産自治体協議会）に要する旅費の追給 20,256
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教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 海外出張に伴う日仏同時通訳委託 1,115,728

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 近接地外旅費（工事にかかる埋蔵文化財調査）の支出 141,170

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 8,882

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 38,939

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 25,411

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 29,614

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 28,486

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費(2月支給分）の支出について【システム利用者】 12,006

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 都指定文化財保存調査に係る謝礼金の支出について 12,032

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 第43回東京都遺跡調査研究発表会講演に係る謝礼の支出 18,048

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料 銃砲刀剣類登録システム用パソコン等賃借料の継続払 66,780

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 諸施設整備費 委託料 東京都立埋蔵文化財調査センター(29)外壁改修設計委託 1,188,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 小金井（サクラ）樹木管理委託に係る経費の支出 745,956

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,626

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 平成29年度文化財保護審議会速記委託に係る経費の支出 172,800

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 平成29年度複数少額支払案件に係る前渡金支出8-2-1102 24,152

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 平成29年度複数少額支払案件に係る前渡金支出8-2-1200 1,405

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 平成29年度複数少額支払案件に係る前渡金支出8-3-1102 88,643

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 多摩教育センター自家用電気工作物保安管理業務委託 55,620

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成29年度文化財管理公開謝礼の支出（第１回） 917,900

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 銃砲刀剣類登録システム原票マスター更新業務委託 66,748

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,766

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れに係る経費の支出 2,376

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 労働者派遣（文化財保護業務）に係る経費の支出 194,601

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 五色橋収蔵庫自家用電気工作物保安業務に係る継続支払 21,492

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 諸施設整備費 工事請負費 東京都旧前田家本邸洋館（重要文化財）（28）改修工事 150,000,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

東京都文化財保存事業費補助金の支出(その10) 1,180,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（都指定史跡の状況確認・協議）の支出 24,824

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都多摩教育センター機械警備委託 42,120

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 旅費(２月支給分）の支出について【現金支給者】 4,669

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 翻訳等業務に係る経費の支出について 260,525

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 平成２９年度複写サービス契約（単価契約）代金の支出 57,996

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 「東京文化財ウィーク2017」解説カード等の印刷 2,913,840
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教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 国指定史跡「志村一里塚」四つ目垣及び庭木戸更新 654,480

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,344

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 795

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 633,013

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,885

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,663

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,829

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 29年度東京都立埋蔵文化財調査センター管理経費の支払 8,613,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 消火用ホースの購入 104,760

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 旧前田家本邸洋館　物品運搬請負 321,840

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成29年度文化財管理公開謝礼の支出（第２回） 26,687,650

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 旅費(３月支給分）の支出について【現金支給者】 5,444

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 平成29年度東京都文化財保護審議会経費（特別旅費） 256,572

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成29年度文化財管理公開謝礼の支出（第３回） 1,179,400

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 小金井（サクラ）樹木管理委託に係る経費の支出 718,740

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 177

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費
社会教育施設整備
費

委託料 東京都多摩教育センター(29)解体工事実施設計完了払金 6,704,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 映像による民俗文化財記録作成実施に伴う謝礼金の支出 101,284

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成２９年度３月分銃砲刀剣類審査委員謝礼の支出 441,653

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（２月分） 4,049

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（２月分） 14,329

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（２月分） 104,446

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（２月分） 15,398

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（２月分） 3,645

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,125,353

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成29年度文化財管理公開謝礼の支出（第４回） 398,300

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「都政六法 平成30年版」の購入 21,816

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧 平成30年版」の購入 6,264

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「教育小六法 平成30年版」の購入 9,328

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 文化財説明板用ＱＲコードシールの貼付作業委託 366,444

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 世界遺産に係る資料翻訳（単価契約）その２ 186,624

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約:大塚分室) 4,266

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 平成29年度「東京都文化財指定等説明書」等の印刷 282,690
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教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 H29都教委表彰(健康づくり功労）受賞者名簿の印刷 61,088

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都通学路防犯設備整備補助金の支出 3,940,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 866,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 9,964,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 2,868,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 「緑の学び舎ニュースレター」の原稿等作成委託 1,545,480

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ＩＣＴ教育環境整備支援事業用通信回線の使用 257,774

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 16,092

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 2,296

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 1,740

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 16,464

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 1,220

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年2月登録分、不適合除外後） 2,611

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 29,168,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 芝生維持管理マニュアル原稿等作成委託 5,940,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 39,837,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 緑の学び舎ニュースレター外７点の印刷 1,294,704

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（福生市） 669,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 緑の学び舎づくり事業講座等運営委託 684,666

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出9167-01（1102） 14,029

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 ICT教育環境整備支援事業用ICT機器の借入れ 601,452

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校施設非構造部材耐震化支援 88,359,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 使用料及賃借料 ICT教育環境整備支援事業用ICT機器の借入れ 5,166,144

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ICT教育環境整備支援事業用ICT機器の借入れ 2,583,072

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（小笠原村） 371,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 4,243,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（調布市　設計） 2,138,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 委託料 ICT機器を活用したモデル事業支援業務委託 6,357,960

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 ICT機器を活用したモデル事業支援業務委託 3,178,980

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

H29公立幼稚園一時預かり事業運営費等補助金の支出 46,019,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

需用費 一般需用費 平成29年度東京都における小中学校施設の現状の印刷 194,319

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 25,368

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 8,630
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教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 4,304

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 143,346

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 1,494

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年3月登録分、不適合除外後) 36,577

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度学校保健指導事業の実施委託 1,786,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ＩＣＴ教育環境整備支援事業用通信回線の使用 257,774

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 21,816

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 需用費 一般需用費 「教育小六法　30年版」の購入 23,320

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 「29視覚障害者音楽教室」事業委託契約の継続支払 65,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 29都立特支放課後子供教室推進見学会(1月、2月分)支出 14,817

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 人権学習教材ビデオ検討委員会（第5回）謝金の支出 18,419

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（１月分）の支出について 1,319

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（１月分）の支出について 65,458

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（１月分）の支出について 447,048

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

自立支援チームスタッフの特別研修参加に係る経費 45,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 使用料及賃借料 29家庭教育支援担当職員研修(第２回)実施に係る経費 162,216

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 29家庭教育支援担当職員研修(第２回)実施に係る経費 432

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 人権課題研修（第６回）実施経費（報償費）の支出 18,497

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 人権課題研修（第７回）実施経費（報償費）の支出 12,032

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 地域未来塾拡充に向けた検討委員会委員謝金の支出 49,827

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 106,372

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 29家庭教育支援担当行政研修(第2回)講師謝礼の支払 36,096

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 「とうきょうの地域教育」128号～131号のﾚｲｱｳﾄ委託 58,320

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 第2回都立高校生進路支援連絡協議会研修講師等者謝金 7,100

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 「29視覚障害者音楽教室」事業委託契約の継続支払 65,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「とうきょうの地域教育」128号から131号までの印刷 874,800

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 自立支援チーム派遣事業支援方針会議委員謝金(2月分) 41,490

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 「自立支援チーム」スタッフ研修講師等謝金(2月分） 90,240

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 29放課後子供総合プランコーディネーター研修(追加) 26,758

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 コミュニケーション教室事業委託経費の支出について 583,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度視覚障害者教養講座(第4回）経費の支出 37,122

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（２月分）の支出について 493

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（２月分）の支出について 80,540
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教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（２月分）の支出について 471,772

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 乳幼児期ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ/ｳｪﾌﾞｻｲﾄ試験実施及び修正等作業委託 648,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「文部科学法令要覧　平成30年版」の購入 6,264

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「都政六法　平成30年版」の購入 21,816

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「教育小六法　平成30年版」の購入 6,996

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入（２） 874,800

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 都立学校開放事業　運営の手引（平成30年度版）の印刷 415,800

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 平成30年度都立学校公開講座受講料納付書外11点の印刷 444,549

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度聴覚障害者教養講座(6回・8回)の経費の支出 98,363

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立学校給食衛生検査委託 2,673,000

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度都立学校給食衛生検査委託 135,000

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 空気中微量化学物質測定装置の購入 157,680

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立学校健康診断器具の滅菌委託（中部） 810

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立学校健康診断器具の滅菌委託(西部地区) 8,845

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制課程学校給食予約システムの保守委託 59,400

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 都立中高一貫教育校学校給食予約システム機器の借入れ 320,880

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（１月確認分） 12,417

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（１月確認分） 8,163

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成２９年度都立学校飲料水等水質検査業務委託の支出 156,060

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 定時制（夜間）課程学校給食予約システムの借入れ 3,178,245

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 専門医派遣事業連絡会（精神科）に係る報償費の支出 115,791

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）用パッドの購入 293,220

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 専門医派遣事業における謝礼の支出（２月分） 644,447

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 給食用温・冷蔵配膳車の借入れ（総合工科外１校） 1,074,276

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 定時制課程給食用温・冷蔵配膳車の借入れ（その３） 428,610

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 給食用温・冷蔵配膳車の再借入れ（六郷工科外２校） 110,962

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 給食用温・冷蔵配膳車の再借入れ（飛鳥外２校） 138,661

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 給食用温・冷蔵配膳車の再借入れ（農芸外２校） 167,213

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 みずほe-ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｲﾄ利用に係る振込手数料の支出 121,392

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度みずほe-ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｲﾄに係る利用料金の支出 5,400

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 専門医派遣事業における謝礼の支出（３月分） 80,556

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ)用パッド外1件の購入 8,137,584

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立学校生徒の心臓検診判定委託（単価契約） 14,365,641

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 海外帰国生徒等の結核検診委託（単価契約）の支出 110,926
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教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 平成29年度学校医等報酬関係事務の電子計算機処理委託 491,400

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 プリンター用ロール紙の購入 307,897

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 磁気カードの購入（定時制） 199,929

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 文部科学法令要覧「平成３０年度版」の購入 6,264

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 「都政六法平成３０年度版」の購入 5,454

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 磁気カードの購入（中高一貫教育校） 189,000

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立学校健康診断器具の滅菌委託（東部） 1,620

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立学校健康診断器具の滅菌委託(西部地区) 1,890

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（２月確認分） 38,277

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（２月確認分） 14,080

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ファクシミリの使用賃借（総務課・企画経営課） 12,258

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ファクシミリの使用賃借（総務課・企画経営課） 12,258

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（中央図書館） 102,134

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（中央図書館） 22,572

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 図書資料の購入に係る前渡金の準備について 151,210

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（多摩図書館） 89,696

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（多摩図書館） 3,050

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ファクシミリの使用賃借（長期継続契約） 8,618

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 印刷機の借入れ（事務用） 4,212

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型携帯電話端末などの借入れ（長期継続契約） 92,880

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ﾌｧｸｼﾐﾘの使用賃借（視覚障害者ｻｰﾋﾞｽ・特別文庫） 12,744

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ＴＲＣ－ＤＬの利用に係る代金の支出について 151,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京新聞外１点の購入（中央図書館事務用） 6,377

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 毎日新聞の購入（中央図書館事務用） 4,037

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 日本経済新聞の購入（中央図書館事務用） 4,900

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 読売新聞の購入（中央図書館事務用） 4,037

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　産経新聞外５点（中央図書館） 21,100

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　日本経済新聞外２点（中央図書館） 10,667

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　毎日新聞外１点（中央図書館） 7,390

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　読売新聞外３点（中央図書館） 16,045

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 電光掲示板システムの借入れ（長期継続契約） 157,507

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 電光掲示板システムの借入れ（追加分） 34,074

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 デジタルサイネージシステムの借入れ 707,940

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 東京都立多摩図書館　ファクシミリの借入れ 27,000
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教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 東京都立多摩図書館　出勤管理システムの借入れ 51,678

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 東京都立多摩図書館　カラーレーザープリンタの借入れ 15,660

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 東京都立多摩図書館　印刷機の借入れ 60,264

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 多摩図書館　書庫入退室管理システムの借入れ 220,536

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ＴＲＣマークの利用 359,856

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館ホームページ運用管理委託 369,699

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立図書館メールマガジン配信管理システムの利用 21,600

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立多摩図書館(29)機械警備委託 53,460

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　朝日新聞外６点（中央図書館） 32,256

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 朝日新聞の購入（中央図書館事務用） 4,037

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊﾞﾝｸｶﾚｯｼﾞ連続セミナーの撮影等委託 745,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 電子書籍コンテンツの導入（第３回） 291,168

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 91,604

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 236,626

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 246,240

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 第2回東京都公立図書館地域資料担当者会の講師謝礼金 8,351

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 平成29年度健康・医療情報公開講座の講師謝礼金 24,064

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 169,830

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 平成29年度蔵書評価の評価者謝礼金の支出 44,664

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 平成29年度ビジネスリーダー講演会の講師謝礼金 20,100

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 675,056

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 912,671

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 図書館情報ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ,ｸﾗｲｱﾝﾄ,視覚障害用機器の借入れ 7,301,934

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 東京都立中央図書館衛生器具の借入れに係る代金の支出 38,988

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（長期継続契約） 42,420

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 緊急地震速報システムの借入れ（長期継続契約） 2,808

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 自動体外式除細動器（AED)の借入れ（長期継続契約） 19,018

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 区市町村立図書館新聞雑誌総合目録ＤＢ運用管理委託 300,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 エアーフレッシュナーの借入れ 20,736

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館　高架水槽電極交換修繕 130,680

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

工事請負費 東京都立中央図書館　ドッグパーキング設置工事 48,600

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

工事請負費 東京都立中央図書館　窓ガラスフィルム等貼付け工事 177,120

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立多摩図書館移転に伴う物品等運搬請負 13,500

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館　カフェテリア内手洗水栓交換修繕 37,692
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教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立多摩図書館移転オープン１周年記念事業業務委託 3,434,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,399,642

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 都立図書館ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ用ｻｰﾊﾞｰ機器等の借入れ(長期) 630,720

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 Web OYA-bunkoの利用 151,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 判例秘書ＩＮＴＥＲＮＥＴの利用 51,840

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 D1-Law.comの利用 85,050

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 電光掲示板システムの借入れ（長期継続契約） 159,516

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立多摩図書館資料出納業務等委託 3,870,720

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館協力貸出業務委託 1,803,708

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館整理業務委託 729,108

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託（12） 99,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞マイクロフィルムの購入（和新聞） 2,447,280

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託(13) 102,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託（14） 117,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 タブレット型端末の借入れ（長期継続契約） 5,389

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 映像資料の複製委託 284,580

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 図書類の修理製本（第２回） 91,800

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「都市・東京の記憶」追加作成委託 290,304

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 音声・映像資料の購入 264,371

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 海外図書の購入 250,983

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 海外図書の購入 155,898

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 海外図書の購入 122,395

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

備品購入費 和図書の購入 108,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託に係る代金の支出 63,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 多摩図書館　複写サービスに関する契約 28,775

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 170,100

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 雑誌の購入（中央図書館事務用）（概算契約） 26,343

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 図書類の製本（単価契約）に係る代金の支出について 92,340

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 218,727

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 洋書発注管理ｼｽﾃﾑ及び洋書書誌情報ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑの利用 154,500

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館洋書収集整理関連業務委託 90,720

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館ﾘｻｰﾁﾍﾟｰｼﾞの年間保守運用業務委託 221,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立中央図書館機械警備委託に係る代金の支出 192,240

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立中央図書館昇降機保守点検委託に係る代金の支出 236,520
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教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 中央図書館中央監視装置保守及び遠隔監視運転委託 941,024

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立中央図書館警備業務委託 789,696

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 蛍光管外４点の買入れ 281,880

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 殺菌灯外１点の購入 73,440

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 「東京都立図書館カレンダー（平成30年度）」の印刷 194,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 資料ＩＤラベルの買入れ 55,080

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 初期データ入力およびMARC検索業務委託（単価契約） 304,511

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度洋書の一括購入(概算契約) 377,102

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入（中央図書館・多摩図書館） 753,209

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 点訳図書の製作委託（５）（単価契約） 37,050

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託(1)(単価契約)に係る代金の支出 36,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 中国語及び韓国・朝鮮語図書書誌所蔵ﾃﾞｰﾀ入力業務委託 73,440

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立多摩図書館インターネット接続サービスの利用 1,944

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立多摩図書館総合案内等業務委託 1,667,622

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 図書館資料の大量脱酸処理委託（東京関係資料） 2,872,800

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 特別文庫貴重資料の修繕（第2回） 194,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京関係資料のデジタル化委託 2,911,248

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立中央図書館雑誌の移動等業務委託 1,036,800

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 平成29年度都市・東京情報公開講座実施業務委託 2,019,600

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 １６ミリ映画フィルムの借入れ 220,320

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 パンフレットボックスの購入 132,840

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 乾湿用バキューム清掃機外1点の購入 110,160

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 都立図書館情報ｼｽﾃﾑ業務用プリンタートナーの買入れ 837,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 海外図書の購入 168,179

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 平成29年度都立図書館職員研修の講師謝礼金 16,701

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 児童ｻｰﾋﾞｽ・青少年ｻｰﾋﾞｽ合同担当者会の講師謝礼金 9,249

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 多摩図書館(29)産廃収集運搬処分業務委託（単価契約） 1,393

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 多摩図書館(29)産廃収集運搬処分業務委託（単価契約） 2,089

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立中央図書館資料出納業務等委託 11,531,234

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館情報システムの保守・運用管理業務委託 1,018,520

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館情報システムの保守・運用管理業務委託 613,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館逐次刊行物収集整理業務委託 951,160

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立中央図書館建物管理業務委託 3,785,940

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（鳥取県立図書館外の視察） 103,419

671 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 対面音訳及び録音図書作成業務の支出(２月分) 1,078,640

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館ﾘｻｰﾁﾍﾟｰｼﾞ統合検索対象の新規追加修正委託 1,296,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 新聞の購入　地方紙（中央図書館・多摩図書館）その２ 249,284

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館貴重資料書誌データ入力業務委託(3） 654,480

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館タイ語図書等整備業務委託 263,520

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 中性紙保存容器（帙仕様）の購入 260,593

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託 45,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和装本の修繕 205,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託（16） 18,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 都市・東京情報担当所蔵地図目録の印刷(その2) 151,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 要約筆記者の派遣 18,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 224,084

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 業務用図書の購入 50,077

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 多摩図書館建物管理業務委託技術審査委員会の謝礼金 22,628

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 追録の購入 248,292

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 伝統文化講演会の講演資料への作品画像ﾃﾞｰﾀ使用料 20,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 伝統文化講演会の講演資料への作品画像ﾃﾞｰﾀ使用料 216

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 G-Search(ｼﾞｰｻｰﾁ)の利用(単価契約)に係る代金 243

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立多摩図書館(29)一般廃棄物収集運搬処分委託 6,091

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立多摩図書館(29)一般廃棄物収集運搬処分委託 8,318

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 55,320

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 195,398

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰ講演会の会場設営受付、中継業務等委託 623,160

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 マイクロフィルム用乾燥剤等の入替え作業委託 201,744

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 棚板セット外の買入れ 299,700

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託(1)（単価契約） 16,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館　複写サービスに関する契約 41,991

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 246,598

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線・ﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｻｰﾋﾞｽ委託 1,945,188

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館図書等の受入装備委託 2,824,103

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 企画展示借用展示物品運搬請負 298,292

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 健康・医療情報公開講座の看板作成、会場設営等委託 354,240

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立中央図書館貴重資料書誌データ入力業務委託(4) 894,888

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 中性紙保存容器　外３点の購入 198,936
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教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 什器類の取り外し及び解体作業委託（旧多摩教育ｾﾝﾀｰ） 454,680

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 廃蛍光管・廃乾電池の収集運搬・処分委託（単価契約） 21,600

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 廃蛍光管・廃乾電池の収集運搬・処分委託（単価契約） 31,830

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 298,080

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 追録の購入 182,328

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 634,546

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立多摩図書館建物管理業務委託 1,944,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 有料外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理業務委託(単価契約) 1,015

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

工事請負費 東京都立中央図書館電動式集密書架改造工事 19,148,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 7,915

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 5,296

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,717

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,800

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,813,047

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 東京都立図書館複写等業務委託に係る代金の支出 3,425,760

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 多摩図書館 ブックディテクションシステムの借入れ 59,832

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

工事請負費 著名地点標識設置工事 626,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 特別文庫室貴重資料の保存箱作製及び入替作業委託 1,505,183

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

備品購入費 ロッカーの買入れ 321,408

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 サーキュレーター外８点の購入 229,899

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 平成29年度新刊和書等の一括購入（概算契約） 8,763,591

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

備品購入費 平成29年度新刊和書等の一括購入（概算契約） 829,669

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立図書館協力貸出資料等の運搬請負（単価契約） 1,172,448

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 中央図書館廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 22,955

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 中央図書館廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 1,458

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 雑誌の購入 43,269

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 東京都立図書館協議会速記委託（単価契約） 46,440

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 225,784

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 追録の購入 83,743

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館公衆無線LANサービス提供業務委託 129,547

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 図書類の再製本（第５回） 290,412

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 録音資料の校書委託（１５） 36,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 ディスレイラックサイン外４点の購入 137,160
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教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和雑誌の一括購入（概算契約） 3,355,621

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 点字資料の制作委託(2)（単価契約） 17,475

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 雑誌の購入（中国語） 58,718

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 157,500

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 和図書の購入 127,740

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 雑誌の購入（スペイン語） 131,590

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

報償費 平成２９年度法律情報講演会の講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 219,464

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 191,337

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 電子書籍コンテンツの導入（第４回) 185,021

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 ブックエンドの買入れ 280,794

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 66,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて 6,726

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 平成29年度における講演会の託児ｻｰﾋﾞｽ委託(単価契約) 156,180

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 254,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 58,497

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ３月分  公共料金支払 32,130

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,139,593

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立中央図書館企画展示業務委託 4,471,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 貴重資料の撮影、電子ﾃﾞｰﾀ、ｽﾁｰﾙﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ等作製委託 2,438,067

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 公演型・周遊型謎解きイベント実施業務委託 810,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館　空調機給水配管用ポンプの修繕 108,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 マイクロリーダーの保守点検委託 108,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 中央図書館　膨張水槽・消火水槽ボールタップ交換修繕 197,640

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館　特別文庫室ブラインド交換修繕 270,000

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 特別旅費 東京都立図書館協議会第３回定例会開催に伴う特別旅費 27,004

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 年鑑年報の購入 123,120

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 情報ｻｰﾋﾞｽ課講演会の会場設営、看板等作成委託 194,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 パーテーション用フックの買入れ 20,390

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月支給分） 160,002

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月支給分） 7,897

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月支給分） 9,349

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年３月支給分） 6,325

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 ジョイントマット外８点の買入れ 287,280

674 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 中央図書館樹木剪定及び除草・低木刈込整備委託 961,200

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 ミュージアムケースの借入れ（企画展示用） 747,360

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 「江戸・東京ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ」更新業務委託 965,520

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 アームチェア外４点の買入れ 1,193,400

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 カザフスタン展示ポスター・チラシの印刷 130,356

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 中央図書館ＭＢ１階Ｃ書庫入口ドアクローザー交換修繕 48,600

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 １６ミリ映画フィルムの買入れ 339,120

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 追録の購入（８） 43,200

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29多摩地区教育推進委員会報告会に係る講師謝礼 41,124

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 「ファクシミリの借入れ（長期継続契約）」の支出 12,960

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 委託料 多摩教育事務所(29)ホームページ運用管理委託の支出 11,448

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 東京都多摩教育事務所出勤管理システム借入れの支出 58,428

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外２点の購入 189,540

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)の支出について 8,100

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)の支出について 8,100

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)の支出について 2,977

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 人権教育啓発資料「いのち」第32号他１件の印刷 64,260

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 人権教育啓発資料「いのち」第32号他１件の印刷 51,840

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 多摩地区教育推進委員会委員旅費（後期分）の支出 48,769

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 平成２９年度旅費の支出（平成３０年２月紙提出分） 1,664

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成２９年度旅費の支出（平成３０年２月紙提出分） 1,436

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 平成２９年度旅費の支出について（平成３０年２月分） 22,342

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成２９年度旅費の支出について（平成３０年２月分） 32,578

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 特別旅費 平成２９年度旅費の支出について（平成３０年２月分） 6,282

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度旅費の支出について（平成３０年２月分） 12,930

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 23,866

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,999

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,326

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「雑誌の購入」の支出について（継続支払） 21,389

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて 13,550

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 所報「たまじむ」の印刷 192,780

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 追録の購入（９） 33,096

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 印刷機のインクボトルの購入 25,920

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食メニュー試作調理実習食材費の支出 8,000
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教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費２月） 130,410

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 複数少額支払案件に係る資金前渡（役務費３月分） 4,764

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 成績一覧表調査委員会に係る旅費の支出 24,493

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 平成３０年２月２８日締切分旅費の支出 43,847

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月２８日締切分旅費の支出 10,430

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 平成３０年２月２８日締切分旅費の支出 22,110

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成３０年２月２８日締切分旅費の支出（指導主事） 26,720

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成３０年２月２８日締切分旅費の支出（指導主事） 204,962

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ 11,016

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ 24,732

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 70,940

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月14日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 利島（東山）住宅換気扇交換工事 980,640

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 委託料 八重川住宅外受水槽清掃委託 812,160

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 仲野第二住宅換気扇交換修繕 82,080

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 新島（本村第四）住宅外換気設備改修工事 130,248

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 野増住宅給湯器交換修繕 241,542

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 平成２９年度後納郵便料金の支出（２月） 41,047

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月20日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 元町第二住宅カーブミラー設置工事 125,366

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,793

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月22日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 新島(本村第三)住宅脱衣所及びトイレサッシ窓改修工事 1,080,000

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出 75,760

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出 17,895

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出 19,878

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出（指導主事） 11,100

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出（指導主事） 162,118

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 平成３０年３月１５日締切分旅費の支出（指導主事） 12,100

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 トウシキ住宅給水設備等修繕 545,815

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 岡田住宅床改修工事 136,080

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年03月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費３月） 10,000

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（出張所費 7,970

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月06日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（住宅管理費 75,564

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（出張所費 22,434

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 平成２９年度月刊誌の購入代金の継続支出について 2,122

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度月刊誌の購入代金の継続支出について 3,227
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教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 平成２９年度ファクシミリの賃借代金の継続支出 12,960

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約 52,405

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 光熱水費 平成２９年度ガソリンの購入代金の継続支出について 1,830

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 出張所職員の近接地外旅費の支出について（２月分） 290,029

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 出張所職員の近接地外旅費の支出について（２月分） 1,100

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（出張所費 48,624

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（住宅管理費 92,664

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 普通四輪乗用自動車の修繕 127,224

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 平成２９年度月刊誌の購入代金の継続支出について 2,122

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度月刊誌の購入代金の継続支出について 3,227

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,816

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月29日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 東京都教職員三宅（下錆）住宅街灯復旧工事 702,972

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 出張所職員の近接地外旅費の支出について（３月分） 108,991

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年03月29日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 出張所職員の近接地外旅費の支出について（３月分） 34,840

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 １月分近接地外出張旅費　青ヶ島中学校 23,730

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の請求及び精算（住宅） 92,404

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出及び精算 29,940

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出及び精算 7,367

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出及び精算 16,160

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 1,630

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月12日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 三根住宅カーブミラー取付工事 105,300

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（長期継続） 99,989

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 追録の買入れ 4,044

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 2月分近接地外出張旅費 53,946

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 2月分近接地外出張旅費 35,260

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 3月分近接地外出張旅費 29,302

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 3月分近接地外出張旅費 92,720

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 3月分近接地外出張旅費 46,360

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 3月分近接地外出張旅費 53,502

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 郵券の購入に係る費用の支出及び精算について 54,500

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ナンバープレートの交換について 12,400

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（２月分） 1,769

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（２月分） 200

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 自動車車検更新 236,692
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教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 自動車車検更新 9,740

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 自動車車検更新 8,750

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 公課費 自動車車検更新 34,200

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,265

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ナンバープレート交換について 12,610

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 3月分近接地外出張旅費 41,694

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年03月30日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 大賀郷第二住宅外壁外改修工事 191,592

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 水性マーカー外98点の購入 381,758

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発支援金制度支援金の支出（３０年２月） 506,214

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地外旅費の支出（神津島） 29,806

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 使用済み小型電子機器等の収集運搬・処分委託 162,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 使用済み小型電子機器等の収集運搬・処分委託 97,200

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝金（教育課題研究発表会）の支出 21,371

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 次世代リーダー育成道場事前研修等参加に伴う旅費 40,290

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 複写機の借入れに係る代金の支出について 12,960

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 両面印刷機外１件の借入れに係る代金の支出について 61,668

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 タブレット端末外２点の借入れ 363,096

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 研修用セキュリティ環境整備に伴う機器等の借入れ 554,256

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 中・高用「指導者用デジタル教科書」の借入れ 63,882

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 小学校用「指導者用デジタル教科書」の借入れ 69,390

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)501号室ロールスクリーン取替修繕 176,040

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)地下2階機械室1号中水用揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換修繕 718,200

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 29年度教員研究生カリキュラム開発研究報告書の印刷 259,740

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)B229入口横EPS内通信用電源モジュール交換修繕 216,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 諸施設整備費 委託料 研修ｾﾝﾀｰ(29)自動火災報知設備その他改修工事実施設計 1,620,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)1F受付窓口鍵交換修繕 75,600

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝金（服務事故再発防止研修）の支出 1,225,099

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 127,388

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について 22,545

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地外旅費の支出(第4回副校長・教頭等研修受講) 137,344

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 29)産業医報償費の継続支払について 63,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 ふきん外53点の購入 255,182

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ふきん外53点の購入 142,645

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 17,079
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教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 54,033

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 37,014

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 61,816

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 95,771

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 28,466

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 80,227

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 21,722

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年1月確認分） 95,995

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 手話通訳業務委託 61,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れに係る代金の支出 122,364

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 教職員研修ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用業務委託に係る代金の支出 37,566

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器の借入れに係る代金の支出 4,860

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 部門サーバ機器の借入れに係る代金の支出 65,880

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 コンピューター機器等の借入に係る代金の支出 67,500

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 教職員研修ｾﾝﾀｰ研修受講申込受付ｼｽﾃﾑ運用管理業務委託 352,091

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 装飾用植物（鉢植え）の借入れ 3,672

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ 885

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 ロープ式エレベーター設備保守委託 329,400

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 東京都教職員研修ｾﾝﾀｰ教育資料閲覧室運営業務等委託 526,500

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 電子計算機（コンピュータ）機器等の借入れ 97,524

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 油圧式エレベーター設備保守委託 72,900

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代リーダー育成道場ウェブページ運用管理業務委託 61,884

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成道場第6期生Aｺｰｽ出発引率旅行業務委託 939,202

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成道場第6期生Aｺｰｽ出発引率旅行業務委託 993,762

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)1F男子便所掃除用流し交換修繕 154,440

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 26,292

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 6,177

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 eラーニング・効果測定プログラム運用管理業務委託 162,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 28年度次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成道場に係る海外渡航業務委託 45,662,320

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 諸施設整備費 工事請負費 (29)防火シャッター危害防止装置設置工事 5,322,620

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成道場海外渡航業務委託 17,960,800

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 片面印刷機用インク外２点の購入 296,136

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）総務課分 9,086

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度研修実施等に伴う講師旅費支出(3月支払分1) 1,288
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教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度研修実施等に伴う講師旅費支出(3月支払分1) 560

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)３階執務室外２台 96,546

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）人材育成担当 36,887

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 東京都教職員研修センター建物管理業務委託 2,007,720

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 東京都教職員研修センター建物管理業務委託 1,049,760

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 研修・研究用タブレット端末に係るWi-Fi接続契約 25,056

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 タブレット端末の保守運用委託 245,791

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 連絡協議会一部業務委託 80,460

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 光熱水費 東京都教職員研修ｾﾝﾀｰで使用する電気の需給(単価契約) 1,218,723

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 雑誌等の購入（概算契約）に係る代金の支出について 142,321

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 (29)GHP-A-31系統室外機外修繕 231,627

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)研修実施に伴う講師旅費の支出(3月支払分2) 6,100

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代リーダー育成道場ウェブページ運用管理業務委託 61,884

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度東京都公立学校教員英語力向上事業業務委託 3,872,664

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 キャビネット外5点の購入 602,640

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地外旅費の追給（神津島） 12,500

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

教育職員資格取得事業に関する支援金 3,370

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 158,605

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 グローバル・ユース・キャンプ高校生研修実施業務委託 9,646,077

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度動画コンテンツの制作委託 1,231,200

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 研修・研究用タブレット端末等のプロバイダ契約 39,960

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成道場海外渡航業務委託 10,878,780

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝金（新たな学びに関する教員資質能力向上）支出 21,371

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度外部研修の経費の支出について 16,200

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 平成29年度外部研修の経費の支出について 108

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 インターネットの接続委託 1,350

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)研修実施に伴う講師旅費の支出(H30年3月支払分3) 1,454

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 29)チケットによるタクシー利用料金の支払い 5,570

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「新たな学びに関するプロジェクト」研究報告書の印刷 404,352

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 29年度服務事故再発防止研修の一部業務委託（第２回） 76,464

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「平成30年度東京教師養成塾事業案内」の印刷 159,840

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 教育資料閲覧室用図書の購入 158,593

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 17,985

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 56,829
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教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 39,945

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 32,027

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 122,354

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 24,209

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 70,812

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 22,360

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 79,138

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 29)地内旅費の支出（H30年2月確認分） 5,412

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券等の購入に係る経費の支出について(資金前渡) 132,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 932,070

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 除湿機の購入 537,840

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「平成30年度 東京教師道場 研修ハンドブック」の印刷 118,368

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発支援制度支援金の支出（３０年３月） 171,340

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 教師養成塾英語に関する能力の向上に係る事業業務委託 337,365

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 工事請負費 東京都教職員研修センター(29)505号室ＧＨＰ更新工事 4,338,800

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 次世代リーダー育成道場第７期生募集要項外１点の印刷 190,080

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成30年度人事考課評価者訓練事例演習テキストの印刷 283,651

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 アドバイザリースタッフ報償費(平成30年度１月分) 400,920

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 アドバイザリースタッフ特別旅費(平成29年度１月分) 11,754

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医に係る報償費の支出(２月分) 54,004

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の資金前渡及び精算について 177,639

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ 9,555

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 丁合機の借入れ 12,967

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借 6,696

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外国人児童・生徒相談における通訳及び翻訳業務委託 259,200

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 複合機の借入れ 3,240

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 教育相談統計システム機器の賃借 50,144

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校問題事例検討会議に対する報償費(2月分) 153,006

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第４回専門家・有識者会議に対する報償費 346,777

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 問題解決支援チームに対する補償費(2月分) 54,234

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ外１点の借り入れ 51,732

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 トナーの買入れ 279,936

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 電話料金（立川出張相談室） 7,591

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 電話料金 56,017
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教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 東京都教育相談センター電話相談業務委託 2,858,301

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 10,107

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成29年度２月分の近接地内旅費の支出 (システム分) 13,588

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 普通旅費 平成29年度２月分の近接地内旅費の支出 (システム分) 14,365

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 特別旅費 平成29年度２月分の近接地内旅費の支出 (システム分) 1,815

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 旅費 普通旅費 平成29年度２月分の近接地内旅費の支出(手書き分) 1,316

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 携帯電話料金の支出について 7,002

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 電話料金（フリーダイヤル） 3,674

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 電話料金（フリーダイヤル） 112,736

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 電話料金（光回線） 38,710

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 総合電話相談室の電話回線変更作業及び電話機設定作業 97,200

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 総合電話相談室の電話回線変更作業及び電話機設定作業 82,890

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 物品棚の買入れ 91,368

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 81,216

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託(単価契約)の支出について(１月分) 1,698,587

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度　健康教室講演会に係る講師謝礼金の支出 21,200

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）2月分 7,826

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校保存食費（牛乳）の購入に係る経費（3月分） 440

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（中学　一般需用費3月） 135,247

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 4,832

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（中学和太鼓部）１月分 31,020

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験支援員の謝礼金の支出（２月分） 65,918

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 96,962

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 包丁外１点の研磨作業委託 35,186

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（中高一貫吹奏楽部２月分） 18,612

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（中学和太鼓部）２月分 18,612

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ノートパソコン外1点の買入れ 170,640

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ピアノ調律作業委託 42,120

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（２月分） 343,968

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 校舎間インターネット接続契約 7,884

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 印刷機インクの買入れ 271,944

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 30,326

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託 88,560

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託 162,000
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教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,118

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 133,274

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 顕微鏡レンズ磨き作業委託 216,000

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 海外研修旅行実地踏査に伴う送迎車両代の資金前渡 10,000

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入学者決定適性検査問題に係る著作権料の資金前渡 45,360

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 海外研修旅行実地踏査に伴う雇上げ車の資金前渡 14,000

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度海外研修旅行実地踏査旅費の支出について 290,076

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 封筒校名印刷 35,640

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 解剖用材料の買入れ 51,840

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 卒業証書その他筆耕委託の支出について 60,700

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 校舎間異動に伴う物品等運搬請負 22,680

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 家電リサイクル券購入に伴う資金前渡について 16,956

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 目薬外10点の買入れ 29,693

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 要保護等生徒援助費（給食費3学期分）の支出について 154,620

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 移動台の買入れ 82,620

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度学校給食保存用食材購入費等の支出 5,976

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動指導員（バドミントン部）に対する謝金(１月分) 17,240

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（３月分） 4,740

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 72,370

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 13,802

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 2,049

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 「総合的な学習の時間」外部講師に対する謝金の支出 9,339

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 郵券の購入 42,000

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞教室（３学年）引率者分の支出について 24,300

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 遠足に伴う費用の支出について 34,800

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 53,802

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 134,344

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡の修繕 204,120

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立両国高等学校附属中学校給食調理業務委託の支払 1,755,000

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動指導員（バレーボール部等）に対する謝金の支出 169,525

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ウィルス対策ソフトの買入れ 75,600

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 掲示用ホルダー外の買入れ 158,847

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 中学２年イングリッシュキャンプ実地踏査に伴う支出 51,880

教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 平成29年度生徒援助費の支出について（3学期分） 220,320
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教育庁
両国高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 目薬外の買入れ 18,738

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

男女硬式テニス部大会参加費 6,000

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(役務費3月分) 57,872

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費３月分) 116,900

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入 102,168

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの購入 152,280

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験アシスタント任用に係る報償費（２月分） 74,157

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 中高一貫教育校予算に係る指導員報償費支出（２月） 34,123

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 マラソン大会に係る土地使用料 374

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ジェットヒーターの借上げ 56,916

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度適性検査問題に係る著作権料 47,520

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡一般需用費3月2回目 178,403

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ピアノの調律 64,800

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ミシンの購入 378,000

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 平成29年度要保護及び準要保護援助費の支給（3学期） 25,920

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 体育器具の運搬 43,200

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 箏糸外1点の購入 97,200

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 郵券の購入 100,200

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験アシスタント任用に係る報償費(３月分) 86,900

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度給食用保存食費及び保存食材費(３月分) 12,624

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成２９年度部活動指導に伴う報償費支出（１月分） 229,549

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（中学管理・一般需用費） 35,409

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理科観察実験支援員に伴う報償費（２月分） 76,630

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 証書ホルダーの購入 63,892

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ゴミ袋外１４点の購入 113,257

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成２９年度部活動指導に伴う報償費支出（２月分） 233,719

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出 5,654

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 キャリアセミナーⅠ講師謝礼金の支出について 16,701

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士高等学校附属中学校給食調理業務委託 1,607,040

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 郵便切手の購入　⑨ 29,600

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 卒業証書等筆耕 42,120

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成３０年度適性検査問題に係る著作権料の支出 29,160

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理科観察実験支援員に伴う報償費（３月分） 19,364

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 要保護・準要保護生徒援助費（学校給食費）の支出 139,320
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教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 茶会用菓子購入代 2,376

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用ベッドマット外クリーニング代の支出 8,600

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

東京都中学校ラグビーフットボール春季大会参加費 7,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度保存食及び保存食材等購入経費の支出　3月 15,162

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（男子バスケ部） 14,541

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（中学保健一般需用費３月分） 17,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（硬式テニス部） 34,122

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（中学一般需用費３月分） 43,600

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 修学旅行実施踏査に伴う旅費の追給について 1,240

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（ラグビー部） 43,622

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（バドミントン部） 37,224

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（合唱部） 55,836

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（中学給食一般需用費３月分） 7,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

教員研究セミナー参加に係る経費の資金前渡 57,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 73,497

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立大泉・武蔵高等学校附属中学校給食調理業務委託 2,646,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（硬式テニス部） 21,714

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 クリーニングに係る経費（給食白衣等）の資金前渡 67,284

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度講演会「いじめ」に伴う講師の謝礼支出 30,000

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 適性検査に係る著作物許諾料等の資金前渡 12,960

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 平成29年度　要保護・準要保護生徒援助費の支給 28,800

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存及び保存食材に係る経費の支出(３月分) 4,252

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 真空冷却器の修理 144,580

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓球ネット外13点の購入 121,273

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 卓球ネット外13点の購入 25,574

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 卓球ネット外13点の購入 99,533

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金(一需・３月分) 100,000

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医に対する報償費の支出について(2月） 54,004

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（定ﾀﾞﾝｽ部2月） 3,633

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る前渡金（交際費・3月分） 5,000

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（通ﾀﾞﾝｽ部2月） 7,755

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（自律・役務費・3月分） 16,409

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（定茶道部２月） 3,878

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度進路活動指導員の報償費の支出（定２月分） 12,408
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教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導員報償費の支出について(2月分） 25,205

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年を育てる課外活動報償費の支出(2月） 6,204

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度通信制レポート課題作成に係る報償費の支出 118,525

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,202,487

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 51,840

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度通信制レポート添削手当の支出（２月分） 192,250

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成３０年度アクティブラーニング講演会講師謝礼 24,064

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,144

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 定軽音楽部部活動外部施設利用に伴う施設使用料 23,030

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ベビー敷き布団外６点クリーニング代金の支出及び精算 60,804

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便切手等の購入について（資金前渡） 27,000

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入について（資金前渡） 63,400

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 421,144

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託 1,292,544

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホスティングサービス契約(２月分) 2,268

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生と語る会講師謝礼金の支出（第2回） 16,400

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,712

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,531

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,872

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,094

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外1点の印刷 153,576

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 アームリング外２３点の購入 35,091

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 アームリング外２３点の購入 64,205

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,088,764

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成29年度アクティブラーニング旅費の支出（沼津） 18,060

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託 413,856

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 給付型奨学金の振込手数料の支出 390

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟｯﾄ外5点ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代金の支出及び精算 16,632

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タイマー外7点の購入 98,906

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点筆耕委託 99,144

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制夜食費補助金の支出（３学期特例） 22,500

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 裁鋏及び包丁他研ぎ代金の支出及び精算 50,155

教育庁 一橋高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 裁鋏及び包丁他研ぎ代金の支出及び精算 9,072
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教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業に係る外部指導員謝礼 31,020

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 129,600

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件にかかる資金前渡　3月分 8,591

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 85,540

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会に係る協議委員等の謝礼金の支出 18,000

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行に伴う教育旅行用ﾚﾝﾀﾙ携帯電話使用料の支出 1,038

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う教育旅行用ﾚﾝﾀﾙ携帯電話使用料の支出 7,257

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 修学旅行に伴う緊急対策費の資金前渡について 10,000

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う緊急対策費の資金前渡について 30,000

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う拝観料等の資金前渡について 18,450

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う拝観料等の資金前渡について（追加分） 1,400

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 修学旅行生徒引率に伴う旅費の支出について 612,032

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 応急救護講習に伴う物品運搬の資金前渡について 12,000

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務費用の支出(２月分） 54,004

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 都立日比谷高等学校入学者選抜学力検査問題の印刷契約 732,564

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外1点の買入れ 106,380

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 ケンブリッジ英語検定の受験費用の支出について 3,861,864

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英語検定の受験費用の支出について 12,312

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 国際電話料金（２月分）の支出について 63

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 星陵セミナー実施に伴う講師の謝礼金の支出 228,800

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の購入に伴う資金前渡について 16,296

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 平成30年度入学者選抜学力検査問題に係る著作権料 10,044

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度入学者選抜学力検査問題に係る著作権料 22,680

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 姉妹校交流に伴う資金前渡について 34,050

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,778

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 306,936

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 窓ガラス清掃委託 210,600

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 姉妹校交流用事務用品購入に伴う資金前渡 45,000

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券等の購入に伴う資金前渡について 43,500

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出（第４回交付申請） 15,693

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,138,419

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 教育ソフトの買入れ 64,800

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度姉妹校交流推進校引率に係る旅費の支出 264,078

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 米国海外研修に伴う講師謝礼金の支出 92,300
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教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 米国海外研修に伴う講師謝礼金の支出 40,200

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 樹木調査委託 367,200

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 除草作業委託 199,800

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 調査書用封筒外2点の印刷 79,380

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 調査書用封筒外2点の印刷 192,240

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 580,166

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャワー室清掃委託 209,250

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 グローバル事業に伴う記念品の買入れ 194,400

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ラグビー部京都遠征引率に伴う旅費の支出について 31,370

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マス目模造紙外3点の買入れ 165,564

教育庁 日比谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の買入れ（概算契約）1～3月分 77,825

教育庁 三田高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（青少年・２月） 46,530

教育庁 三田高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）委任契約に伴う報償費の支出 54,004

教育庁 三田高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業報償費の支出について（２月分） 36,644

教育庁 三田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（自律・２月） 58,938

教育庁 三田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の開催に伴う報償費の支出 15,000

教育庁 三田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員謝礼金の支出 1,600

教育庁 三田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度交際費の支出及び精算について（3月分） 924

教育庁 三田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月） 166,493

教育庁 三田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月） 79,461

教育庁 三田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月） 10,000

教育庁 三田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について（3月） 9,500

教育庁 三田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 世界史特別授業講師謝礼金の支出について（第２回） 20,205

教育庁 三田高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 304,308

教育庁 三田高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 国際理解シンポジウム講師謝礼金の支出及び精算 5,000

教育庁 三田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業報償費のについて（３月分） 20,358

教育庁 三田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 キャリアガイダンス講師謝礼金の支出について 13,873

教育庁 三田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 23,821

教育庁 三田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 国際理解シンポジウム講師謝礼金の支出について 8,980

教育庁 三田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 世界史特別授業講師謝礼金の支出について 36,096

教育庁 三田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 840,213

教育庁 三田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,237,306

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 側溝清掃業務委託 243,000

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 側溝清掃業務委託 151,200
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教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教員研修実施支援業務委託 249,480

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書ほか１点の筆耕 65,577

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 側溝等清掃業務委託 243,000

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 側溝等清掃業務委託 142,560

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（自律・３月） 31,020

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 汚泥処分委託（単価契約） 353,808

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 汚泥処分委託（単価契約） 283,651

教育庁 三田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る費用の支出及び精算 30,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食材費の支出について 24,089

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 感光体ユニット外５点の買入れ 52,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 感光体ユニット外５点の買入れ 32,259

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 感光体ユニット外５点の買入れ 15,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 感光体ユニット外５点の買入れ 10,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 感光体ユニット外５点の買入れ 33,301

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 55,080

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 20,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 106,039

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 19,284

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 268

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 160

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 5,249

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 8,748

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 714,611

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新聞記事検索システムの利用について 5,832

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 108,828

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の報償費の支払いについて 54,004

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定業務委託 286,632

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バット外１点の買入れ 24,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 大崎・六本木高校定時制（夜間）課程給食調理業務委託 1,313,280

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スチール製案内板外12点の買入れ 110,799

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器洗浄機の修繕 56,700

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 いじめ防止フォーラム講師に係る報償費の支払い 21,371

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 看護・医療系卒業生講話講師に係る報償費の支払い 17,960

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（1－3月分） 112,061
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教育庁 大崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,997

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,194

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,076,746

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ペーパージオラマ部生徒引率に伴う旅費の支出 29,120

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 作法教室用物品の借入れ 20,000

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃薬品収集運搬処分委託 37,800

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃薬品収集運搬処分委託 359,208

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 1学年礼作法教室講師に係る報償費の支払について 21,552

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借入れ 90,720

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ライフプラン講習会講師に係る報償費の支払い 19,665

教育庁 大崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 防災フォーラム講師に係る報償費の支払いについて 47,352

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 消毒用エタノール外の購入 85,590

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 2,160

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業式に伴うファンヒーター使用料の資金前渡及び精算 87,480

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件(使用料及賃借料)支出(3月分) 11,240

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（弓道部） 62,853

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）に係る報償費の支出 54,004

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件(一需/保健)の支出(3月分) 3,570

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件(役務費)の支出(3月分) 19,324

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（和太鼓部） 28,733

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（華道部） 14,367

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（茶道部） 21,550

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 遠的矢外4点の購入 96,480

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 46,440

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室　はかりの検査に伴う伴う資金前渡及び精算 5,400

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,742

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 街路灯フラッグの製作 221,616

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件（役務費）の支出（3月分） 19,756

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,240

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 684,835

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱部発表会に伴う付帯設備使用料の資金前渡及び精算 81,420

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 563,254

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に伴う資金前渡及び精算について 29,160
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教育庁 八潮高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件（役務費）の支出（3月分） 11,520

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 保健講話実施に伴う講師への謝礼の支出 42,664

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（華道部） 14,367

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出（茶道部） 7,184

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼の支出について（合唱部） 51,720

教育庁 八潮高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食（調理済食品・原材料）購入 ３月分 16,575

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定時制修学旅行実地踏査に伴う近接地外旅費 54,740

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 常時必要とする資金（交際費）３月分 10,000

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（給・役務費）３月分 2,440

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（保・役務費）３月分 3,600

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自・一需）３月分 134,022

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自・役務費）３月分 3,682

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保・一需）３月分 8,882

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ班２月分） 12,118

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援事業の謝礼（２月分） 48,859

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自・一需）３月分 8,657

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入に係る支出について（２月分） 20,520

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷物作成に伴う資金前渡の支出及び精算について 51,408

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼（女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ班２月分） 9,694

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダー購入 153,560

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼（全日制器械体操班２月分） 4,847

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約代金の支出について（２月分） 54,004

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌購入（概算契約）２月分 26,327

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制学校運営連絡協議会謝礼（第３回分） 12,000

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 進学指導ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ教科指導体制改善状況へのｱｾｽﾒﾝﾄ 189,000

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 側溝等清掃委託 129,600

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制卒業式におけるピアノ伴奏の謝礼 4,670

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（給・役務費）３月分２ 3,496

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（保・役務費）３月分２ 582

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自・役務費）３月分２ 12,764

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 380,432

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 小山台高校給食調理業務委託の支出（単価契約）２月分 801,900

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 メンタルヘルス講演会講師謝礼 24,064
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教育庁 小山台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制学校運営連絡協議会謝礼の支出（第３回分） 21,000

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,583

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービスの支出（継続支払）２月分 2,354

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 殺菌庫修理 133,272

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕（単価契約） 110,560

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制日本語指導に伴う講師謝礼の支出（３月分） 27,143

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,071,997

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 251,009

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ(水球)による講演会講師謝礼 48,128

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼（全日制茶道班３月分） 23,265

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度 全日制 被災生徒支援給付金受給者への支出 50,098

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ＬＡＮ配線整備委託 293,760

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテン購入 144,018

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼（女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ班３月分） 7,271

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）による講演会講師謝礼 24,064

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 球場利用に伴う設備使用料の支出（野球班） 13,860

教育庁 小山台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出(定時制茶道班３月分) 7,755

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全日制修学旅行実地踏査に係る旅費の支出及び精算 59,588

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制修学旅行実地踏査に伴う雇上タクシー代の支出 33,130

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借入れ 378,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件にかかる役務費の支出について 10,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る一般需用費の支出 59,301

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サッカー部活動実施に伴う施設使用料 1,520

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第３回アクティブ・ラーニング校内研修会講師謝礼支出 24,064

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 普通科中堅校における学習指導・進路指導研修委託 297,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 16,760

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援試行事業チューター謝礼金の支出 61,075

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29安全衛生管理（産業医）業務に係る報償費の支出 54,004

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 陸上競技部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 21,360

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上競技部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 53,520

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 野球部遠征試合生徒引率に係る処理の支出及び精算 11,388

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 246,456

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サッカー部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 1,500

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 62,078
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教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借入れ 378,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員（自律）謝礼金の支出 248,936

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 テーピングテープ外１９点の購入 294,364

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外６点の購入 5,699

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外６点の購入 33,038

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外６点の購入 100,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サッカー部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 1,520

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度合唱祭実施に伴う経費の支出及び精算 66,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩酸外６点の購入 18,576

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 塩酸外６点の購入 65,588

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 硬式野球部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 6,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 34,800

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上競技部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 13,680

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,439,810

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,685

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 155,000

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 794,676

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 5,200

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 10,400

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 陸上競技部活動実施に伴う生徒旅費（確定払い）の支出 128,045

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 人権教育に関するﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ実施に係る旅費支出及精算 48,600

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 野球部遠征試合生徒引率に係る旅費の支出及び精算 10,884

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施の伴う経費の支出及び精算 127,780

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「第８回合唱祭」実施に係る審査員謝礼の支出について 17,599

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員（スポーツ特別強化校）謝礼の支出 53,316

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 職員用玄関屋根清掃委託 205,200

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 野球部遠征試合生徒引率に係る旅費の支出及び精算 10,668

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処理委託（単価契約） 33,696

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上競技部活動実施に伴う施設使用料の支出及び精算 68,160

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託 32,400

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託 43,200

教育庁 雪谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 817,514

教育庁 大森高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制29年度生修学旅行実踏に係る経費(タクシー代金) 47,110

教育庁 大森高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 全日制29年度生修学旅行実踏に係る経費(施設ガイド等) 1,000
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教育庁 大森高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制29年度生修学旅行実踏に係る経費(施設ガイド等) 100

教育庁 大森高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出(全日制29年度生修学旅行実踏) 77,268

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上部グラウンド使用料の支出と精算 560

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出（華道部・2月分） 7,755

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋指導員に係る報償費の支出(2月分) 21,328

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務（産業医）委任代金の支出 54,004

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（一需3月分） 139,409

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（役務3月分） 31,690

教育庁 大森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 緊急事故対策の経費（タクシー代金）の支出と精算 2,700

教育庁 大森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律にかかる支出と精算について 23,760

教育庁 大森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用物品の購入にかかる費用の支出と精算 46,504

教育庁 大森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用物品の購入にかかる費用の支出と精算 9,757

教育庁 大森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁・はさみの研磨にかかる支出と精算 59,551

教育庁 大森高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 425,571

教育庁 大森高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピアノの修理 62,640

教育庁 大森高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 79,833

教育庁 大森高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 照明器具の購入 150,336

教育庁 大森高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット接続契約代金の支出　2月分 8,834

教育庁 大森高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上部グラウンド使用料の支出と精算 560

教育庁 大森高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 化学モップレンタル料の支出と精算 22,194

教育庁 大森高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 引違い保管庫の購入 53,784

教育庁 大森高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 グループエンカウンター事業の講師に係る謝礼 21,371

教育庁 大森高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出(ダンス部・2月分) 24,235

教育庁 大森高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室用品のクリーニングにかかる支出と精算 12,636

教育庁 大森高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上部グラウンド使用料の支出と精算 560

教育庁 大森高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（一需3月分） 66,668

教育庁 大森高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,778

教育庁 大森高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学の手引の印刷 126,360

教育庁 大森高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 支柱整理台取付の役務 47,520

教育庁 大森高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 777,243

教育庁 大森高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制教科用図書補助金の支出(3学期) 4,613

教育庁 大森高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入にかかる支出と精算について 151,611

教育庁 大森高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 65,221

教育庁 大森高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インターンシップ成果発表会のご案内の印刷 64,152
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教育庁 大森高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バレーボール用ネット外１点の購入 29,041

教育庁 大森高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 バレーボール用ネット外１点の購入 1,739

教育庁 大森高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アンプスピーカーシステム外4点の購入 112,449

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度卒業式実施に伴うストーブの借入代金の支出 38,880

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 286,508

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 58,568

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 96,140

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トレーニングバー外4点の購入 109,215

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金（一般需用費） 43,694

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金（役務費） 11,448

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る前渡金(使用料及賃借料) 2,180

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 177

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計外5点の購入 275,940

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 身長計外5点の購入 4,698

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29　安全衛生管理(産業医）業務の支出（　２月分） 54,004

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出(平成30年度1学年ｽﾀﾃﾞｨｰｷｬﾝﾌﾟ実踏) 15,202

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 こより外13点の購入 269,317

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 楽器3点の修繕 63,720

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教員研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加費の支出(数学･国語2･政経･化学) 100,000

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金（一般需用費） 20,000

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,597

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,030

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29コーディネーショントレーニング講習会報償費 53,550

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 495,048

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の購入 91,800

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 212,712

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 100,945

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インクの購入 93,960

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出(部活動振興重点)1月 5,747

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出(部活動振興重点)2月 5,747

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 生徒の自主学習支援に係る業務委託の支出 19,440

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 生徒の自主学習支援に係る業務委託の支出 32,400

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 生徒の自主学習支援に係る業務委託の支出 19,440

教育庁 田園調布高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出(部活動振興重点)3月 14,367
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教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員にかかる報償費の支出(第3回) 21,000

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度第2回防災教育推進委員に係る報償費 3,000

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に対する報償費(2月分) 43,428

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師に対する報償費の支出について(2月分) 27,337

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　雑誌の購入 11,109

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出(女子バレー部) 37,224

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出(男子バレー部) 18,612

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕について 46,190

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 304,233

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習塾講師への報償費支出(2月分) 25,205

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般需用費（少額支払案件）の資金前渡について 59,452

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 役務費（少額支払案件）の資金前渡について 2,910

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 使用料及賃借料（少額支払案件）の資金前渡について 2,912

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,737

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,851

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 296,807

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度都立高校防災サミットに係る確定払旅費 604

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理業務委任契約に係る報償費(2月分) 54,004

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 発達障害相談講師に対する報償費(2月分) 167,010

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 アクティブ・ラーニング研修会講師の報償費支出 18,048

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,682

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「退職教員等ボランティア」等講師に対する報償費 556,203

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 シンギング・リンの購入について 99,980

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ヨガマットの購入について 15,000

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 400,808

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部施設使用料の資金前渡について 18,000

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語外部指導員に対する報償費支出（1月分） 20,163

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語外部指導員に対する報償費支出（1月分） 215,494

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語外部指導員に対する報償費支出（2月分） 132,323

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 表示板の購入について 57,240

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 HDMIロングケーブルの購入について 15,120

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシン清掃整備委託について 43,200

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 PCソフトの購入について 95,904

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外1点の研ぎについて 17,388
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教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　第2回情報交換会の報償費支出 21,371

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「退職教員等ボランティア」等講師に対する報償費 115,941

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部指導員に対する報償費（3月分） 104,596

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書籍2点の購入について 4,104

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書籍3点の購入について 8,166

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クリアーブック外3点の購入について 24,213

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノートパソコンの購入について 99,792

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMS端末の修理について 68,407

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 モップ2点の洗濯について 9,396

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 枕カバー外4点の洗濯について 14,925

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 かご外3点の購入について 14,584

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パネルボード外2点の購入について 97,860

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 183,820

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入について 3,280

教育庁 蒲田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入について 3,444

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師（基礎介護X・Y）報償費の支出 27,337

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 美術授業ﾓﾃﾞﾙ(素描A①、A②、絵画A,初級、B)への支出 142,692

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件(役務費・3月分） 12,382

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（一般需用費・3月分） 207,688

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 施設使用料（水泳部３月分）の資金前渡及び精算 21,600

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットホスティングサービス契約 1,080

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネットホスティングサービス契約 2,268

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（１都３県派遣教員） 504

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部演奏会に伴う楽器運搬量の資金前渡及び精算 85,320

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 75,168

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員への報償費の支出について 15,510

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費の継続支払について 54,004

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 42,120

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機の修理 138,240

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 111,360

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物集収集運搬・処分委託（単価契約） 2,484

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物集収集運搬・処分委託（単価契約） 8,445

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度料金後納郵便に係る継続支払（2月分） 11,123

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,568
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教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 355,661

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,327,686

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機の買入れ 86,400

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,053,768

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットホスティングサービス契約 1,080

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネットホスティングサービス契約 2,268

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 学籍管理システムの点検等委託 162,000

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 排水トラップ等清掃委託 136,404

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 排水トラップ等清掃委託 4,752

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外４点の研磨 51,256

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度合唱コンクール講師謝礼について 25,052

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 旋盤の修理点検 64,800

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 旋盤の修理点検 265,464

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（１都３県派遣教員） 288

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 1,367,280

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピュータの修理 70,740

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度給食保存食・保存食材費の支出について 26,334

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（9083-10　一般需用費） 61,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費　３月分） 124,936

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費　３月分） 48,920

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（光熱水費） 8,200

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(学校保健運営費・役務費) 6,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算について 60,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（9167-03 役務費　3月分) 7,452

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部施設使用料の資金前渡及び精算について 117,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,117

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 自転車用工具セットの購入 260,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 廃プラスチックリサイクル装置の修理 291,600

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダー購入代金の支出について 86,860

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度給食保存食・保存食材費の支出について 22,176

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会(全日制)報償費の支払 12,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会(定時制)報償費支払 6,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医報酬の支出について 63,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費　３月分） 241,908
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教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ使用料の支出（２月分） 9,504

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 215,844

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 1,539,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書（全日制）外３点の筆耕 54,486

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 騒音計点検委託 70,200

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学級日誌外４点の購入 295,002

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,074,112

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鋼材の購入 356,400

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 257,615

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 9,720

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,091,273

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算について 62,374

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インクの購入 386,640

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ものづくり人材育成のための講演会謝礼の支出 26,800

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ものづくり人材育成のための講演会謝礼の支出 26,800

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 デュアルシステム推進委員会協議委員への報償費支出 16,560

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 社会保険労務士による講演会講師謝礼について 35,800

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 245,421

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 青竹外１点購入に係る前渡金の支出について 66,000

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食会計処理に伴う手数料の支出（２、３月分） 340

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導員設置に伴う報償費の支出（２月） 10,082

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理業務の報償費(２月分) 54,004

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額案件に係る経費の支出（役務費） 2,808

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額案件に係る経費の支出（一般需用費） 145,841

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 長期市民講師に対する報償費の支出（２月） 264,257

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校定時制課程教科用図書補助金の支出 17,458

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドローン購入に係る前渡金の支出について 63,795

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外４件印刷 236,520

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 93,805

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 指導員の謝礼の支出 47,142

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「服飾手芸（機織り機）」講師謝礼の支出 16,882

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「海と波を知る」講師謝礼の支出 37,982

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期集中講座「動物園学」講師謝礼の支出 12,661

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（２月分） 23,265

699 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（２月分） 23,265

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（２月分） 23,265

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パソコンソフトライセンス購入経費の支出について 75,168

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 531,984

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳購入 81,648

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（３月分） 7,755

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期集中講座「水族館を学ぼう」講師謝礼（３月分） 12,661

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 クリーニングに係る前渡金の支出について 19,656

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月29日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

平成２８年度授業料過誤納分の還付について 26,100

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 電子体温計外11点購入 20,989

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 302,019

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校定時制課程教科用図書補助金の支出 4,255

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（３月分） 23,265

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 スクールソーシャルワーカー設置に伴う報償費(３月分) 33,153

教育庁 六本木高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 194,449

教育庁 美原高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（和太鼓部） 50,283

教育庁 美原高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 530,670

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（サッカー部） 13,469

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入 20,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 郵券の購入 31,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 11,800

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 5,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 79,698

教育庁 美原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 25,200

教育庁 美原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 93,160

教育庁 美原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師の報償費の支出（2月分） 50,550

教育庁 美原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度「受験合格体験講話」講師報酬の支出 4,490

教育庁 美原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（テニス部） 13,469

教育庁 美原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（日本文化部） 5,747

教育庁 美原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学習サポーターに対する報償費の支出 33,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 弓道部施設使用料の支出について 8,500

教育庁 美原高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブルーレイディスクプレーヤー外11点の購入 161,674

教育庁 美原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 56,386

教育庁 美原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員に対する報償費の支出 15,000
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教育庁 美原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 女子バレーボール部春季合宿に係る旅費の支出について 18,620

教育庁 美原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 女子バレーボール部春季合宿に係る旅費の支出について 161,260

教育庁 美原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 和太鼓部定期演奏会に伴う施設使用料等 92,500

教育庁 美原高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 長胴太鼓の修理 162,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医に対する報償費の支払について 54,004

教育庁 美原高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（日本文化部） 5,747

教育庁 美原高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 931,515

教育庁 美原高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 21,252

教育庁 美原高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡 53,035

教育庁 美原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第１学年「人間と社会」講演会講師報償費の支出 37,713

教育庁 美原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第１学年「人間と社会」講演会講師報償費の支出 37,713

教育庁 美原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,973

教育庁 美原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 日本太鼓ジュニアコンクールに係る旅費の支出について 117,640

教育庁 美原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 日本太鼓ジュニアコンクールに係る旅費の支出について 500,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度合唱祭における審査員報償費の支出 30,080

教育庁 美原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（和太鼓部） 31,607

教育庁 美原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 511,129

教育庁 美原高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インクの購入 383,400

教育庁 美原高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出（テニス部） 6,735

教育庁 美原高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 春季合宿に伴う施設使用料（女子バレーボール部） 15,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 IBC実地踏査に伴う旅費の支給について 49,571

教育庁 美原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 弓道具の購入 152,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 弓道具の購入 3,240

教育庁 美原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 81,000

教育庁 美原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費の支出(女子バスケ部) 17,958

教育庁 美原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 89,008

教育庁 美原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（筝曲部） 10,775

教育庁 美原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（吹奏楽部） 8,620

教育庁 美原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出（女子バレーボール部） 6,735

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第3学年校外行事生徒引率に伴う入場料の資金前渡 26,400

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３学年課題研究「秘書実務」外部講師の謝礼金の支出 8,441

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の支出について（２月分） 54,004

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動の指導に係る報償費の支出（青少年・２月分） 7,755

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件における一般需用費の継続支払（３月分） 23,388
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教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件における役務費の継続支払（３月分） 28,896

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件における一般需用費の継続支払（３月分） 48,743

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 945,727

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 244,800

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動の指導に係る報償費の支出について（２月分） 131,269

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 大型ストーブの借入れに伴う資金前渡（卒業式） 12,744

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大型ストーブの借入れに伴う資金前渡（卒業式） 8,640

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 46,386

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）に伴う継続支払 30,993

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会の実施に伴う報償費の支出(第２回) 3,000

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング 339,543

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続及び利用委託（２月分） 39,960

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネット接続及び利用委託（２月分） 2,268

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算 16,400

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,272

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 56,768

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 137,448

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度卒業式におけるピアノ伴奏謝礼金の支出 4,670

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,177,908

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 大型ストーブの借入れに伴う資金前渡（新入生説明会） 12,744

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大型ストーブの借入れに伴う資金前渡（新入生説明会） 8,640

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「東京のビジネス」における外部講師等の謝礼金の支出 96,255

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第１学年保健講和の実施に伴う謝礼金の支出(3/14実施) 82,400

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育館床金具の修理 182,520

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会の実施に伴う謝金の支出 3,200

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング代金の資金前渡及び精算 52,866

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 949

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 タオルケット等洗濯に係るクリーニング代の資金前渡 7,850

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 タオルケット等洗濯に係るクリーニング代の資金前渡 1,330

教育庁 芝商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入に係る資金前渡及び精算 111,409

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(吹奏楽部月) 22,988

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業にかかる指導員謝礼（2月） 7,184

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出（ダンス部2月） 28,733

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度洋書の買入れ（概算契約） 75,201
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教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 都立学校産業医謝礼金の支出（2月） 54,004

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員にかかる報償費の支出（野球部2月） 45,973

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金に係る前渡金(一般需用費9178-01) 22,776

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金に係る前渡金（一般需用費9178-03) 16,514

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29少額支払案件に係る前渡金(役務費9178-03) 41,904

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29少額支払案件に係る前渡金(使用料及賃借料9178-03） 49,130

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29少額支払案件に係る前渡金(負担金補助及交付金） 17,000

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29少額支払案件に係る前渡金9153-06 7,764

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件に係る前渡金(一般需用費9178-03) 102,801

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(女子テニス2月) 17,240

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）に係る支出 33,738

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 3学年英語外部検定試験受験費用の支出 792,800

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業式　式歌指導にかかる指導員謝礼の支出 12,122

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(吹奏楽部3月) 11,494

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員にかかる報償費の支出(吹奏楽部2月) 5,747

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導員の謝礼の支出（2月分） 49,026

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員にかかる報償費の支出(吹奏楽部3月) 5,747

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,798

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,943

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 980,884

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル身長計の買入れ 61,236

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 青少年課外活動支援事業に係る指導員謝礼(3月) 7,184

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業に係る指導員謝礼(3月) 5,388

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（3月） 6,000

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,202

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(女子テニス3月) 11,494

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件に係る前渡金(一般需用費9178-03) 2,547

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 コンテンツ使用料の支出にかかる費用の資金前渡 58,320

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 123,544

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 329,499

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29少額支払案件に係る前渡金(役務費9178-03) 40,860

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件に係る前渡金(一般需用費9178-03) 9,992

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホームページ用サーバの借入（1月分） 2,268

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　外部指導員に対する報償費の支出 6,204
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教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員に対する報償費の支出ブラス12月 6,204

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員に対する報償費の支出ブラス1月 12,408

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校被災生徒支援給付金支払い9～11月 50,970

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　外部指導員の報償費の支出　アメフト1月 24,816

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　近接地外旅費の資金前渡及び清算について 89,869

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支払いについて（１都３県旅費） 3,407

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度　修学旅行実踏に伴う入場料の資金前渡 4,300

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・一般需用費3月分） 30,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る資金前渡及び精算について 10,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券購入代金の資金前渡請求及び精算について 28,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の経費支出（自律・役務費3月分） 1,123

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（管理・一般需用費3月分） 37,260

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（自律・一般需用費3月分） 62,290

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 点訳コーディネーターの報償費の支出 1,171,700

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度　近接地外旅費の資金前渡及び清算について 16,137

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度　近接地外旅費の資金前渡及び清算について 62,504

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約・２月分） 21,488

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約・２月分） 1,425

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 30,240

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部検定試験受験費用に係る資金前渡及び精算 1,045,440

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29　学校運営連絡協議会の協議・評価委員の報償費 24,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度入学選抜に係る著作権料の資金前渡及び精算 62,640

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度修学旅行に伴う資金前渡請求 46,800

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　修学旅行に伴う付添支援員の資金前渡 3,950

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度修学旅行に伴う付添支援員の資金前渡 1,400

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件の経費支出(自律・使用料及賃借料3月分2) 31,200

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 事故対策費の支出について 2,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の資金前渡及び清算について（修学旅行） 957,860

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の資金前渡及び清算について（修学旅行） 65,126

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 事故対策費の資金前渡について 6,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 事故対策費の資金前渡について 2,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（自律・一般需用費3月分2） 69,777

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 226,853

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　ﾁｰﾑﾒﾃﾞｨｶﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ報償費の支出について 36,096
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教育庁 戸山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に伴う報償費の支出について 54,004

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度校外学習に伴う入場料の資金前渡 7,020

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,674

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,264

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 外国旅費の支払いについて 3,164

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 730,950

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホームページ用サーバの借入（2月分） 2,268

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　退職ボランティアに対する報償費の支払い 69,216

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員に対する報償費の支出ブラス2月 6,204

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（管理・一般需用費3月分2） 33,825

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡の点検に係る資金前渡及び精算について 45,360

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室寝具のｸﾘｰﾆﾝｸﾞに係る資金前渡及び精算について 2,808

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室寝具のｸﾘｰﾆﾝｸﾞに係る資金前渡及び精算について 22,658

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 姉妹校交流事業英語教材等の郵送料の資金前渡及び精算 20,400

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 721,296

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の資金前渡について（修学旅行実地踏査） 105,180

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複写機の借入 127,980

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外2点の筆耕 73,936

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＣＤ「河合塾数学問題Ｄ．Ｂ．」の購入 64,800

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パスツールピペット外20点の購入 149,212

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 リモネン外22点の購入 268,066

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（保健・一般需用費3月分） 6,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の経費支出（自律・一般需用費3月分3） 30,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度入選学力検査問題（自校作成）の印刷 1,003,860

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券購入代金の資金前渡請求及び精算について 6,560

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の経費支出（自律・役務費3月分2） 10,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　郵券購入代金の資金前渡及び精算について 25,580

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回「学校運営連絡協議会委員謝礼金の支出 18,000

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 実技検査補助員への報償費の支出（学力） 27,500

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 切手の購入に係る資金前渡について 36,000

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）2月分 137,557

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌購入(概算契約)について(継続支払) 19,813

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（使用料及賃借料）2月分 3,000

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

少額支払案件に係る前渡金の支出（負担金）3　月分 41,500

705 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 254,213

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に伴う報償費の支出 54,004

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出（２月分） 101,591

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業指導者報償費の支出（２月分） 77,358

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,796

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,405,221

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 146,328

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,570

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 CDラジカセ外1点の購入 136,188

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「防災講話」実施に伴う報償費の支出について 16,701

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,251,149

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 専攻合宿生徒引率に伴う旅費の支出及び精算（体操部） 37,026

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高校体操競技選抜大会生徒引率旅費の支出及び精算 70,876

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 専攻合宿生徒引率旅費旅費の支出・精算（サッカー部） 70,600

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 専攻合宿生徒引率旅費の支出及び精算（女子バスケ部） 32,346

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 専攻合宿生徒引率に伴う旅費の支出及び精算（水泳部） 96,232

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 全国高校体操競技選抜大会参加特別旅費の支出及び精算 29,838

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 施設使用料（水泳部）の支出及び精算について 129,600

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 大江戸の色彩外71点の購入 107,950

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出（３月分） 31,020

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 施設使用料（KMC引退ライブ）の支出及び精算 60,480

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 畳の購入 101,520

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 千葉遠征（女子バレー部）生徒引率旅費の支出及び精算 6,662

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 千葉遠征（女子バレー部）に伴う特別旅費の支出・精算 66,000

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 魁星旗全国高校剣道大会生徒引率旅費の支出及び精算 56,469

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 96,075

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 関東高校体育学科コース柔道大会引率旅費の支出・精算 21,678

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 関東高校体育学科コース柔道大会旅費の支出及び精算 173,600

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業指導者報償費の支出（３月分） 57,001

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 701,402

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一太郎Pro3インストールメディア外１点の購入 74,131

教育庁 駒場高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外1点の購入 140,400

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 硬式野球部施設使用料の資金前渡及び精算について 30,800

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　使用料及び賃借料の支出（少額支払案件） 40,000
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教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　役務費の支出（少額支払案件） 15,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務に係る報償費（２月分） 54,004

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度 一般需用費の支出（少額支払案件）保健分 27,112

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度 一般需用費の支出（少額支払案件）高校分 124,603

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 89,424

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デスクトップパネル外1点の購入 61,624

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 62,640

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 191,160

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 英語教育推進校校内研修における講師謝礼金の支出 16,163

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 603,107

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 70,329

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 楽器の修理 149,958

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立目黒高等学校　樹木剪定委託 113,400

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 硬式野球部付帯設備使用料の資金前渡及び精算について 5,640

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 中堅私大ガイダンス実施に伴う講師謝礼の支出について 14,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金の支出について（華道部） 31,020

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「平成３０年度学習生活の設計」の印刷 62,622

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計の購入 120,528

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に伴う謝礼金の支出 4,266

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出について（硬式ﾃﾆｽ部） 12,800

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出について（硬式テニス部） 13,959

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,539

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,147,026

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部合宿引率に伴う旅費の支出について 26,156

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度 一般需用費の支出（少額支払案件）高校分 86,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る資金前渡及び精算について 44,800

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　役務費の支出（少額支払案件） 60,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定期演奏会に伴う付帯設備使用料の資金前渡及び精算 24,700

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 787,199

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 57,454

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出 7,370

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 硬式野球部付帯設備使用料の資金前渡及び精算について 2,880

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出について（ダンス部） 9,306

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出について（華道部） 23,265
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教育庁 目黒高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に伴う謝礼金の支出 19,329

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 剣道具の修繕 57,931

教育庁 目黒高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出について（卓球部） 12,408

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「理数研究校特別授業」講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 834,932

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件例月分(一般需用費)3月分 40,000

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払例月分(役務費)3月分 5,000

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 79,606

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自習室チューターに係る謝礼金の支出　2月分 85,502

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出　1月分 38,775

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（先進校視察） 135,242

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 食材の購入 10,800

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生（産業医）業務の委任契約に伴う支出　2月分 54,004

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度入学者選抜学力検査自校作成問題等の印刷 794,664

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出　2月分 66,693

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出　2月分 73,867

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に係る謝礼金の支出(日本伝統・文化) 7,755

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員に係る謝金の支出 1,600

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,366

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,636

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自習室チューターに係る謝礼金の支出　３月分 65,145

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 782,929

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 68,040

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ヘキサン外3点の購入 52,542

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外2点の購入 20,736

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外2点の購入 31,212

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 包装紙外29点の購入 33,620

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 包装紙外29点の購入 258,174

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 291,084

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 453,896

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,497

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクの購入 36,180

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 電気測定器外2点の購入について 50,154

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの購入 58,968
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教育庁 新宿高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 バスケットの購入について 4,320

教育庁 新宿高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 研究指導チューターに係る謝礼金の支出　3月分 6,108

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売中高生新聞購読 2,340

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 The　Japan　News購読 10,995

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 サンケイスポーツ購読 10,059

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 進学指導コンサルティング評価方法等に係る業務委託 216,000

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞購読 12,111

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞購読 10,029

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 産経新聞購読 9,102

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞購読 12,111

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞購読 12,111

教育庁 青山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞購読 14,309

教育庁 青山高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子天秤外1点の購入 199,800

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 進学指導ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ教科指導体制改善状況業務委託 189,000

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員に対する報償費の支払い(平成30年2月分) 23,265

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員に対する報償費の支払い(平成30年2月分) 12,408

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業学習支援員への謝礼(平成30年2月分) 48,860

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 740,912

教育庁 青山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 68,296

教育庁 青山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の資金前渡 43,200

教育庁 青山高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 デジタルサイネージの借入れ 18,252

教育庁 青山高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務委任経費(平成30年2月分) 54,004

教育庁 青山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 クリーニング代の支払いに係る経費の資金前渡 26,432

教育庁 青山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 19,567

教育庁 青山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「入学のしおり」外１点の印刷 169,614

教育庁 青山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 13,160

教育庁 青山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(修学旅行生徒引率) 744,954

教育庁 青山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 292,829

教育庁 青山高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 携帯電話借上げの経費に係る資金前渡 5,400

教育庁 青山高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 18,058

教育庁 青山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,299

教育庁 青山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットサービスの提供（サーバプラン） 1,080

教育庁 青山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネットサービスの提供（サーバプラン） 2,268

教育庁 青山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処分委託 91,821
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教育庁 青山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 793,328

教育庁 青山高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡 900

教育庁 青山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 10,800

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外８点の購入 180,468

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 硬式野球部の校外施設利用に伴う経費の支出について 12,960

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（役務費） 49,540

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る経費の支出（交際費） 255

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（保健・役務費） 3,805

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の支出（使用料及賃借料） 35,000

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る経費の支出（一般需用費）３月分 109,877

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る経費の支出（保健・一需）３月分 5,566

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払い案件に係る支出（管理・役務費）３月分 12,528

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の報酬の支出（平成３０年２月分） 39,008

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員への謝礼金（第３回） 18,000

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 54,000

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会委員への謝礼金の支出 1,600

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 体育館床清掃委託 377,619

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 メタルハライドランプの購入 55,728

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（２月分） 22,395

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 少額支払い案件に係る経費の支出（委託料）３月分の２ 10,584

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る支出（一般需用費）３月分の２ 71,712

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外１点の購入 91,260

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭の実施に伴う施設利用料の支出について 74,100

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD-ROM「数学受験編2018データベース」外１点の購入 10,800

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CD-ROM「数学受験編2018データベース」外１点の購入 16,200

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（役務費） 28,080

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の支出（使用料及賃借料） 8,200

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,032

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 窓空き封筒外２点の印刷 72,360

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 477,598

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外６件の筆耕委託 112,644

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る支出（一般需用費）３月分の３ 59,747

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 10,820

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 241,147
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教育庁 広尾高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ソフト「一太郎」の使用許諾(ライセンスパックの購入) 51,840

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 替刃外２６点の購入 147,920

教育庁 広尾高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 替刃外２６点の購入 33,540

教育庁 松原高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 フレッツ光利用に係る軽費の支出について（２月分） 3,888

教育庁 松原高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食費送金手数料の支出について（２月分） 864

教育庁 松原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る軽費（自律・一需）（３月分） 67,217

教育庁 松原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る軽費（自律・役務）（３月分） 6,692

教育庁 松原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る軽費（自律・使用料）（３月分） 1,600

教育庁 松原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務委任契約における報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 松原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業謝礼金支出（２月分） 11,494

教育庁 松原高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダの買入 92,020

教育庁 松原高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 62,640

教育庁 松原高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 29部活動指導員謝礼金支出（２月分） 146,899

教育庁 松原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,129

教育庁 松原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,603

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生花の買入 64,800

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計１台ほか６件の買入 70,729

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 換気扇４台の買入 85,320

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度性教育講演会講師への謝礼金支出（全日制） 100,206

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 349,464

教育庁 松原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 544,311

教育庁 松原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「入学のしおり」３００部の印刷 68,040

教育庁 松原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡４１台の修繕 177,120

教育庁 松原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食費送金手数料の支出について（３月分） 864

教育庁 松原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 敷布団２枚ほか７件の洗濯に係る経費（資金前渡） 17,604

教育庁 松原高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便切手類の買入資金の支出及び精算（資金前渡） 18,976

教育庁 松原高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 184,141

教育庁 松原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手類の買入に係る資金の支出及び精算（第６回） 107,706

教育庁 松原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に係る経費の支出（資金前渡） 88,690

教育庁 松原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部定期演奏会に係る経費の支出（資金前渡） 47,520

教育庁 松原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29ｷｬﾘｱ体験活動③実施に伴う講師等謝礼金の支出 27,298

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 野球場使用料の支出について 80,000

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般需用費)に係る前渡金の支出(3月分) 117,758

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費の支出に伴う資金前渡について（２月分） 5,000
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教育庁 桜町高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,577,175

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動外部指導員報償費（２月分） 100,815

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタルハンドル身長計の購入 178,200

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 72,900

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 216,648

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 楽器の修理 106,056

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について(定時制研修旅行） 21,223

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サッカー場使用料の支出について 70,000

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ワイヤレスチューナー外1点の購入代金の支出 120,000

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出（２月分） 89,183

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務（産業医）の委嘱に係る支出　2月 54,004

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,482

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリ・パラ教育体験授業講師報償費の支出 72,200

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 992,679

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 加湿空気清浄機の購入 375,300

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック講演会講師報償費の支出 36,096

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に伴う年間継続支払(概算契約)(２月分) 29,547

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁・裁鋏研磨の支出及び精算について 81,583

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービスの利用（２月分） 6,480

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般需用費)に係る前渡金の支出(3月分) 130,000

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「冬季地域天体観測会」講師報償費の支出について 560

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「新１学年担任対象教員研修」講師報償費の支出 16,701

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（役務費）に係る前渡金（３月分の２） 40,826

教育庁 桜町高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手購入代金の支出について 88,960

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費(剣道部・1月分) 7,184

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費(剣道部・2月分) 15,804

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の資金前渡【外部施設借上料】 74,820

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費） 139,346

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費） 46,375

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 テニス部の外部施設使用料の支出及び精算について 44,560

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,170,697

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業報償費（テニス部） 31,427

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 先進校視察旅費の支出 115,461

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び廃棄処分委託 95,580
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教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び廃棄処分委託 246,996

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（吹奏楽部・2月分） 8,620

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋事業外部講師報償費の支出(数学・1月分) 7,902

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋事業外部講師報償費の支出(英語・1月分) 7,902

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋事業外部講師報償費の支出(数学・2月分) 23,705

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋事業外部講師報償費の支出(英語・2月分) 31,608

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員(吹奏楽) 5,747

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員(吹奏楽) 22,987

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費(合唱部・2月分) 71,832

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入及び精算について 59,800

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入及び精算について 30,000

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業指導員報償費(茶道) 21,550

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)に係る報償費の支出(2月分) 54,004

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍の購入及び精算について 30,672

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入及び精算について 2,000

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,482

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,228

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック講演会講師謝礼の支出 24,064

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 体力気力鍛錬道場外部指導員報償費(陸上部・2月分) 45,973

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 108,092

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 413,090

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 195,248

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カメラ外１点の購入及び精算について 98,000

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 カメラ外１点の購入及び精算について 92,000

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部及び合唱部の付帯設備使用料の支出について 88,950

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部の楽器運搬料の支出及び精算について 44,280

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡の支出（使賃料）３月分 17,440

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る資金前渡の支出　３月分 1,780

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（役務費）３月分 71,486

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（一需）3月分 19,400

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講演会「学校問題解決のあり方」報償費の支出 24,064

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダの購入 74,730

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌購入の支出（2月分） 13,940

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬処分委託 44,280
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教育庁 深沢高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬処分委託 56,646

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第2回防災教育推進委員会の委員謝礼の支出について 3,000

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 492,535

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務 における報償費の支出（２月分） 39,008

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費支出について　ダンス部 27,918

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,047

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,242

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 433,767

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 257,834

教育庁 深沢高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 小論文対策講座に伴う報償費の支出について 12,571

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材の購入（３月分） 1,576

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る経費の資金前渡 24,570

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への謝礼の支出(書道部2月・指導部) 15,510

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教科用図書補助金の支出について（第１回） 23,721

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

定時制課程夜食費補助金の支出（第１回） 17,340

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士への謝礼の支出（２月分・謝礼） 21,550

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器の購入 393,120

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「映像表現」短期市民講師への謝礼の支出（３月分） 27,337

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 28,612

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 48,505

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 12,546

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 15,000

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 6,636

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 4,560

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への謝礼（茶道部3月・振興予算） 11,633

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）への報償費3月 54,004

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 臨床心理士への謝礼の支出（３月分） 29,541

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス料の支出について 5,292

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託 903,960

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 オシロスコープの点検委託 246,240

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への謝礼(サッカー部2月・振興予算) 18,612

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度精神保健指導講師への謝礼の支出 16,701

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 144,229

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 415,131
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教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士への謝礼の支出（３月分・謝礼） 21,550

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電柱広告料の支出について 2,592

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への謝礼の支出(書道部3月・指導部) 7,755

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,458

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 高校生活のてびきの印刷 123,120

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 石油ファンヒーター外１２点の購入 381,682

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第三回グループエンカウンター講師への謝礼の支出 64,113

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託 236,412

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券の購入に係る経費の資金前渡 3,672

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 938,933

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検 79,920

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 新２年次移動教室実地踏査に係る旅費の支出 53,072

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士巡回相談事業に係る謝礼の支出 7,184

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「演劇」短期市民講師への謝礼の支出 42,202

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 スポット溶接機外２点の点検委託 239,760

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡 153,400

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 583,052

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出（自律２月分） 27,143

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出（青少年） 15,510

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 82,328

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務への報償費の支出（２月） 54,004

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 29,248

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 27,000

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 86,070

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出 10,890

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 10,264

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 75,006

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 138,750

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピアノの修理 43,200

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕委託 52,941

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 世田総土曜寺子屋の講師に係る報償費の支出（3月分） 11,853

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭に伴う施設使用料の支出について 99,250

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自然科学講演会の講師に係る報償費の支出 12,571

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 パソコンソフトウェアインストール作業費の支出 54,000
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教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピックに関する講演会の講師に係る報償費の支出 24,064

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 32,222

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放運営委員会の外部委員に係る報償費の支出 3,200

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 土曜教室の講師に係る報償費の支出（自律予算） 15,804

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 616,887

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 326,927

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 170,209

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テニスボール外1点の購入 68,000

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 低周波発振器外1点の購入 237,006

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 10,640

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ロッカー扉外37点の購入 290,939

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドパレット用部品の購入 10,476

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＴＡＩＭＳ端末の修繕 50,652

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 59,585

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 熱中症指数計外23点の購入 74,692

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出（体力気力予算） 24,235

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存用食材に係る経費（3月分） 1,707

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）3月分 130,028

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 5,000

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ料金の支払(SPH）平成30年2月分 144,720

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）業務委託の支払 63,000

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　部活動指導員謝礼金の支出(青少年)２月分 23,265

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出(サッカー部)　２月分 43,622

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出(日本舞踊部　２月分) 23,265

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 部活動指導員謝礼金の支出(音楽部 ２月分) 42,653

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校サポートチーム委員に対する謝礼の支出（第２回） 3,000

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払い案件にかかる資金前渡(3月分) 16,120

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払い案件にかかる資金前渡(3月分) 2,260

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 洗浄機の修繕 49,896

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 教育用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽの利用(平成30年２月分） 34,560

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽの利用(平成30年２月分） 540

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出(体力気力鍛錬道場)２月分 38,775

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度通信制課程レポート添削手当の支出(２月分) 460,217

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 山吹祭ポスター外1件の印刷 261,360
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教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 都立学校情報教育活動報告2017の印刷 298,080

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する経費の資金前渡(給付型奨学金用） 60,000

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　SPH事業に係る運営指導委員謝礼 63,980

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 情報セキュリティに関する特別講演会講師謝礼の支出 89,303

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタルハンドル身長計1件の買入 122,472

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルハンドル身長計1件の買入 52,920

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外10点の買入 123,325

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外10点の買入 3,598

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外5点の買入 1,127

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外5点の買入 173,729

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 ｼｰﾂなどのｸﾘｰﾆﾝｸﾞに要する経費の資金前渡について 19,278

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 89,216

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 361,519

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 モップ外2点の買入 37,292

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 通信制課程レポート課題作成に係る謝礼の支出 46,532

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,620,395

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 部活動に伴う施設使用料の資金前渡(野球部） 10,200

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電ﾘｻｲｸﾙ券購入に要する経費の資金前渡(洗濯機) 2,484

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,119,273

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 セキュリティソフト外2件の買入 102,600

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 セキュリティソフト外2件の買入 43,200

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顆粒塩素剤外1件の買入 113,400

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託（単価契約） 100,504

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ばい煙測定委託 106,920

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 刃物研磨委託 39,420

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 調理実習教室の清掃委託 259,200

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検・調整業務委託 41,040

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度通信制課程募集案内の印刷 195,264

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度通信制課程レポート添削手当の支出(３月分) 142,260

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する経費の資金前渡について 47,500

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 部活動指導員謝礼金の支出(ｼﾞｬｽﾞ部 3月分) 2,424

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出(体力気力鍛錬道場)３月分 23,265

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　キャリアカウンセラー謝礼の支出(３月分) 18,800

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出(日本舞踊部　３月分) 23,265

717 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（修学旅行実地踏査） 103,598

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行実地踏査実施に伴う資金前渡及び精算について 5,000

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査実施に伴う資金前渡及び精算について 53,460

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医の委託代金の支払いについて 54,004

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律・3月分) 177,269

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律役務・3月) 35,531

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自・使用賃3月分) 10,000

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会委員謝礼の支出 9,000

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 97,440

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約） 22,229

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約） 660

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出について(合唱祭） 1,156

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借り上げ 56,160

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭実施に伴う付帯設備使用料の資金前渡 50,100

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 460,476

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 73,767

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕委託 54,280

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生ハンドブック外2点の印刷 163,134

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外出張旅費（東日本高等学校弓道大会） 159,240

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費（東日本高等学校弓道大会生徒引率） 53,160

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

第17回東日本高校弓道大会参加に伴う資金前渡 20,000

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,862

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 720,414

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子の買入れ 147,744

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子の買入れ 147,744

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱祭実施に伴う審査員謝礼の支出について 23,346

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 特定家庭用機器廃棄物管理票の買入れに伴う資金前渡 9,612

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自・一需)3月分 10,855

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 389,601

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫の買入れ 98,280

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出について 3,920

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 セーフティー教室実施に伴う講師謝礼の支出 12,571

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 外部指導員報償費の支出（自律経営推進予算） 43,428

教育庁 芦花高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度　学校開放事業運営委員会委員謝礼の支出 1,600
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教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 推薦入試作文問題外１点の印刷 84,240

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件（自律・一般需用費）3月分 44,156

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件（保健・一般需用費）3月分 16,698

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件（自律・役務費）３月分 476

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年を育てる課外活動外部指導員継続支払 23,265

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 衝立外１点の購入について 36,288

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度特別支援教育心理士継続支払 31,020

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導外部人材活用事業継続支払 45,367

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員にかかる費用の継続支払 113,128

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務にかかる費用の継続支払について 54,004

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,982

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 988,554

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 97,963

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 193,553

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件（保健・一般需用費）3月分 23,851

教育庁 第一商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外7点の筆耕料 56,116

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29学校給食保存食・保存食材費の資金前渡及精算3月分 23,843

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る資金前渡・精算　平成29年度第11回購入 3,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券購入に係る資金前渡・精算　平成29年度第11回購入 26,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 総合工科 桜町 園芸高校定時制課程給食調理業務委託･1 2,345,004

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 602,360

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務の委任に関する継続支払について（2月分） 54,004

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼（青少年・2月分） 21,552

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼（自律・2月分） 11,494

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 190,080

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 8,640

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員の謝礼（全日制・第3回） 9,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件にかかる前渡金の支出について・3月分 331,985

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件にかかる前渡金の支出について・3月分 13,510

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件にかかる前渡金の支出について・3月分 3,100

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件にかかる前渡金の支出について・3月分 1,080

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時資金にかかる資金前渡・3月分 157,530

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 常時資金にかかる資金前渡・3月分 20,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時資金にかかる資金前渡・3月分 7,560
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教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る支出 7,465

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 オリパラNP交換代行手数料に係る資金前渡及び精算 21,600

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出について（２月分） 1,100,331

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外1点の買入れ 134,368

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 フェンスの取付け 149,040

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度全国高等学校選抜自転車競技大会に係る旅費 73,158

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度全国高等学校選抜自転車大会生徒分旅費 40,674

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 32

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービスの利用・２月分 17,712

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る資金前渡・精算　平成29年度第12回購入 32,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,122

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 グループエンカウンター講演会に伴う講師謝礼の支出 16,701

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ものづくり人材育成のための講演会に伴う謝礼支出 11,494

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピックパラリンピック講演会講師謝礼の支出 80,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 905,045

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 エンドミル外4点の買入れ 109,080

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 教員向け基板加工機講習会の実施に伴う講師謝礼支出 66,804

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 特別支援教育講演会実施に伴う講師謝礼の支出 24,064

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 防災講話実施に伴う講師謝礼の支出について 18,497

教育庁 総合工科高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

高等学校定時制課程夜食費補助金の支出について 720

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度第5回下田農場管理出張旅費の支出 93,200

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度下田農場管理(3月)高速道路使用料の支出 5,960

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 49,070

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域コーディネーター(バラ園) 謝礼金の支出(2月分) 13,712

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「協働本部」学習支援員 学習指導費の支出(2月分) 8,800

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需・３月） 214,512

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務・３月） 21,620

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,303

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 殺虫剤外4件の購入 222,372

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域コーディネーター 地域活動費の支出（造園）2月分 75,747

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師 報償費の支出(動物科 総合実習)2月分 25,321

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制　サポートステーション報償費の支出(2月分) 18,800

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師 報償費の支出(動物科総合実習)2月分 16,881

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律料の支出 21,600
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教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 特別仕様ナンバープレート交換手数料の支出・精算 21,420

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,850

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 衣類乾燥機の購入 78,494

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度給食食材費振込手数料の支出(2月分) 144

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理(産業医)業務の報償費の支出(2月分) 54,004

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット接続契約に係る支出(1月分) 4,968

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ロッカー外1件の購入 228,600

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 クレーンの定期点検に係る前渡金の支出・精算について 26,827

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホイルローダー外２点の定期自主検査及び消耗部品交換 97,254

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ホイルローダー外２点の定期自主検査及び消耗部品交換 112,320

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット接続契約に係る支出(2月分) 4,968

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度 便所消毒清掃委託に係る継続支払い(2月分) 32,400

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 68,580

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 1,620

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 157,356

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 972

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の継続支払い(本校舎・2月分) 856,246

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度食品科下田実習生徒引率旅費の支出 81,836

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度食品科下田実習生徒輸送料の支出 361,012

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外2件の研磨 104,328

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 昆虫針外14件の購入 242,292

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 バックホーの定期自主検査委託 41,040

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,234

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 84,436

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度地域コーディネーター 謝礼金の支出(第2回) 38,480

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員等報酬の支出(全日制第3回) 21,000

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校運営連絡協議会委員等報酬の支出(全日制第3回) 15,000

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,299

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 クレーンの定期点検に係る前渡金の支出・精算について 26,827

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の検査 151,711

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 庁有車の検査 60,834

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の検査 17,350

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の検査 1,100

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車の検査 18,900
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教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度食品科下田実習高速道路使用料の支出 5,960

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「コミュニケーション講座」報償費の支出 125,700

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリパラ教育「スポーツ志向」短期市民講師報酬の支出 47,000

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬・処分委託(動物死体） 22,162

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一般廃棄物収集運搬・処分委託(動物死体） 6,998

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリパラ教育「ボランティアマインド」報償費の支出 18,600

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度プロパンガスの買入れ(単価契約)に係る支出 545

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度給食食材費振込手数料の支出(3月分) 144

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,291,098

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の検査 51,915

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 庁有車の検査 141,450

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の検査 41,320

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の検査 2,200

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車の検査 47,400

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クレーンの消耗部品交換に係る支出・精算について 32,913

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 13,031

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 57,834

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 722

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 98,921

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 32,300

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 水切り袋外25件の購入 4,860

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリパラ教育「国際理解」外部講師 報償費の支出 8,351

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度郵便切手購入代金の支出 98,000

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 実習動物治療費の支出 300,024

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 直接感熱紙外3件の購入 87,696

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制キャリアガイダンス 外部講師 報償費の支出 37,200

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業生を囲む会　外部講師　報償費の支出 13,651

教育庁 園芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 530,690

教育庁 国際高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出(京都市／連携校訪問及び報告会) 55,470

教育庁 国際高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（IB認定校訪問／広島県福山市) 44,320

教育庁 国際高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 委託料 平成30年度4月入選英語学力検査ﾘｽﾆﾝｸﾞﾃｽﾄ用CD作成委託 95,580

教育庁 国際高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 教科指導体制の改善状況に対するｱｾｽﾒﾝﾄに係る業務委託 189,000

教育庁 国際高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 43,200
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教育庁 国際高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度4月入学者選抜問題用紙等の印刷 852,654

教育庁 国際高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自・一需）3月分 178,438

教育庁 国際高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 国際バカロレアに係る資料収集等の前渡金（3月分） 6,248

教育庁 国際高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度国際理解環境科学短期講師報償費支出(2/28) 10,775

教育庁 国際高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動外部指導員報償費支出(自律)(２月分) 15,510

教育庁 国際高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借上げに係る支払 42,120

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バイオリン2台と弓16本の修繕 168,480

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プラスチック手袋外23点の購入 333,234

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 計算機外２点の購入 75,394

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度国際理解(演劇)短期講師報償費の支出(2月) 16,881

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度国際理解(演劇)短期講師報償費の支出(2/28) 8,441

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)委託契約代金の支出 54,004

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙｶｳﾝｾﾗｰに係る報償費の支出(2月分) 19,388

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に伴う年間継続支払（概算契約）について 42,796

教育庁 国際高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に伴う年間継続支払（概算契約）について 37,128

教育庁 国際高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について（平成30年2月分） 1,099,179

教育庁 国際高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

国際バカロレア教員研修会参加費の支払 3,000

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 103,680

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子辞書外35点の購入 152,363

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子辞書外35点の購入 6,768

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 電子辞書外35点の購入 135,256

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 62,263

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員報償費支出(自律)(２月分) 80,652

教育庁 国際高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 浴衣の購入に係る資金前渡及び精算について 36,525

教育庁 国際高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍の購入に係る資金前渡及び精算について 8,424

教育庁 国際高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 外国旅行旅費の支出（IBﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ／ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ・ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ） 322,863

教育庁 国際高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,428

教育庁 国際高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｵﾘﾊﾟﾗ環境授業の市民講師報償費の支出 25,321

教育庁 国際高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｵﾘﾊﾟﾗ教育の国際部WS講師への報償費の支出 18,856

教育庁 国際高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度IBコース授業TOK講師の報償費の支出(3/13) 10,775

教育庁 国際高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 外国旅行旅費の支出（海外修学旅行実踏他／ベトナム） 346,344

教育庁 国際高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学運協議会協議委員に係る報償費(第３回) 12,000

教育庁 国際高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育委員会委員に係る報償費(第３回) 6,000

教育庁 国際高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 国際バカロレアに係る資料収集等前渡金（３月分２） 23,436

723 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 国際高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 333,523

教育庁 国際高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度英語教育校内研修講師に係る報償費の支出 24,064

教育庁 国際高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ部演奏会に係る付帯設備使用料の支払 104,300

教育庁 国際高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

国際バカロレア教員資格申請料等の支払 29,873

教育庁 国際高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 国際バカロレア教員資格申請料等の支払 216

教育庁 国際高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 国際バカロレアに係る資料収集等の前渡金（３月分３） 23,177

教育庁 国際高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ジャズ部演奏会に係る付帯設備使用料の支払 24,200

教育庁 国際高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 放送設備の調査 74,520

教育庁 国際高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ＩＢ数学指導勉強会助言者に係る報償費の支出(3/22) 12,661

教育庁 国際高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ＩＢ英語指導勉強会の助言者に係る報償費の支出(3/23) 25,321

教育庁 国際高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について（平成30年3月分） 892,931

教育庁 国際高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自・一需）３月分２ 60,000

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学者選抜試験に伴うピアノ調律「スタインウエイ」 237,600

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学者選抜試験に伴うピアノ調律「ヤマハ」 60,480

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務契約に係る代金の支出１月分 54,004

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷室用インク外1点の購入 100,980

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,016

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 23,440

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件前渡金（一般需用費・３月分） 180,589

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　少額支払案件（使用料及賃借料）３月分 37,644

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 狂言発表に伴う講師勤務場所変更における費用の支出 8,144

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　後期成果発表会補講に係る講師謝金の支出 58,164

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　後期成果発表会補講に係る講師謝金の支出 126,020

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定期演奏会に係る指導助言者謝金の支出（２月分） 37,704

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 演劇舞踊概論（演劇概論）授業に係る短期市民講師謝金 19,485

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 専門選択（演出研究）授業に係る短期市民講師謝金支出 12,990

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 専門選択（演出研究）授業に係る短期市民講師謝金支出 12,032

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現（演劇）授業に係る短期市民講師謝金支出 12,990

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 のこぎりの目立て 56,160

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 稽古用扇の購入 86,551

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 美術科モデル業務に係る報酬（第４３回２月分） 17,958

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 美術科モデル業務に係る報酬(第４９回分） 89,790

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動事業外部指導員報償費２月分 23,265

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る外部指導員への報償費の支出　２月分 18,612
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教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 40,240

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約・２月分） 13,472

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハロゲン電球の購入 51,840

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会に係る協議委員等謝金（第３回） 8,909

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　公開授業補講に伴う講師謝金の支出 38,776

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 演劇史（狂言）授業に係る短期市民講師謝金の支出 116,908

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 412,336

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カメラとズームレンズの修理 48,764

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 952,900

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室掛け布団等消毒乾燥代の支払い 9,730

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出について(修学旅行実地踏査) 69,962

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 72,123

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 36,061

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 36,062

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 82,014

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 164,024

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 平成30年度　入学者選抜実技検査に係る謝金の支出 583,184

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う照明演出業務委託（舞踊） 175,500

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う映像撮影業務委託（舞踊） 50,760

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期成果発表会に伴うスチール写真の購入 64,800

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う照明デザイン・演出業務委託 63,886

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う舞台監督業務委託（舞踊） 63,886

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う照明演出業務委託（演劇） 81,458

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後期成果発表会に伴う舞台音響操作業務委託（演劇） 81,458

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 消炎剤外11点の購入 29,909

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　後期成果発表会補講に係る講師謝金の支出 12,990

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　後期成果発表会補講に係る講師謝金の支出 89,790

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 舞台表現科　後期成果発表会補講に係る講師謝金の支出 33,929

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の確定払について(異動に伴う面接) 29,534

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る外部指導員への報償費の支出３月分 7,755

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 撮影スタジオ保守点検業務委託 158,220

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガイドポールの購入について 46,039

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷室用インク外１点の購入 132,300

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 旅券の交付手数料の支出について 11,000
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教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第2学年修学旅行実踏実施に伴う旅費の支出について 63,210

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新2学年修学旅行実踏実施に伴うﾀｸｼｰ代資金前渡・精算 35,580

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律代に係る資金前渡及び精算について 48,600

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 101,047

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 15,000

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 40,000

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 23,720

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 9,331

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出(2月分） 54,004

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 5,776

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29中堅モデル事業チューター報償費の支出(2月分) 10,179

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29青少年課外活動支援事業報償費の支出(2月分) 56,418

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(3月分） 11,860

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡(3月） 5,000

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員（自律）の支出（2月分） 172,161

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁・裁断鋏研磨代に係る資金前渡及び精算について 36,050

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29中堅モデル事業チューター報償費の支出(3月分) 24,429

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 27,610

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 普通科中堅校における学習指導進路指導に係る研修委託 270,000

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 姉妹校交流提携に伴う旅費の取消料の支出について 18,240

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 台湾の復旦高級中学校との姉妹協定締結に伴う旅費 147,471

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 105,815

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 328,052

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウィルス対策ソフトの買入れ 89,640

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払（２月分） 552,511

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 合唱祭実施に伴う審査員の依頼出張旅費の支出について 2,765

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 写真の購入 14,688

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 49,810

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 186,563

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,052

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 DVD外５点の買入れ 10,800

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 DVD外５点の買入れ 81,000

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部大会に係る楽器運搬費用の支出及び精算 32,400

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 野球部における施設使用料の支出及び精算について 62,500
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教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 91,877

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算について 17,500

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29青少年課外活動支援事業報償費の支出(3月分） 22,102

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ｶｰﾃﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(校長室･経営企画室･保健室）資金前渡 49,350

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 140,450

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕委託 79,500

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 海外姉妹校交流コーディネート業務委託 130,000

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ワークショップアメリカ講座講師謝礼の支出（２月分） 45,435

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｽﾎﾟｰﾂ特別強化指導員報償費支出（１月分） 79,877

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本伝統文化部活動指導報償費（１月分） 7,755

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動指導員報償費支出（１月分） 7,755

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 部活動指導員に伴う報償費支出（１月分） 13,475

教育庁 富士高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 「朝日けんさくくん」サービス利用代金の支出 5,832

教育庁 富士高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学者選抜における選抜用評定等確認表送付代金の支出 17,320

教育庁 富士高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件(役務費・３月分) 1,371

教育庁 富士高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費 5,000

教育庁 富士高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,165,572

教育庁 富士高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援事業に伴う報償費（２月分） 22,395

教育庁 富士高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 陸上競技部競技場使用料の支出 24,000

教育庁 富士高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（高校自律・一般需用費） 43,547

教育庁 富士高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医業務の報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 富士高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(ＣＡＬＬシステム)の借り入れ 20,034

教育庁 富士高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 デジタルサイネージの借り入れ 18,252

教育庁 富士高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 集団学習装置増設サーバーの借入 6,264

教育庁 富士高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 英語教育推進校における外部検定試験受験費用の支出 29,160

教育庁 富士高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理数質問教室指導員に伴う報償費（２月分） 20,358

教育庁 富士高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理数勉強会指導に伴う報償費支出（２月分） 57,002

教育庁 富士高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｽﾎﾟｰﾂ特別強化指導員報償費支出（２月分） 31,505

教育庁 富士高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 天体望遠鏡の修理 168,480

教育庁 富士高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数アカデミー運営委員会に伴う報償費支出（３月分） 83,757

教育庁 富士高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 部活動指導員に伴う報償費支出（２月分） 14,542

教育庁 富士高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書ホルダーの購入 102,760

教育庁 富士高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 そろばん外４３点の購入 94,260

教育庁 富士高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 そろばん外４３点の購入 82,471
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教育庁 富士高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 そろばん外４３点の購入 19,103

教育庁 富士高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出 14,569

教育庁 富士高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費【薙刀部春合宿生徒引率】 38,152

教育庁 富士高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 なぎなた部合宿に係る有料道路代等の支出 69,556

教育庁 富士高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 222,488

教育庁 富士高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 134,852

教育庁 富士高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出 887,175

教育庁 富士高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「手話体験」に伴う講師謝礼金の支出について 50,646

教育庁 富士高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,581

教育庁 富士高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タイマー外１点の購入 66,960

教育庁 富士高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 眼帯外３０点の購入 83,516

教育庁 富士高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 海外旅費支出【理数アカデミー実踏】 436,540

教育庁 富士高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 シリコンバレー実地調査に係る現地タクシー等の支出 137,000

教育庁 富士高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出【薙刀部選抜大会】 43,330

教育庁 富士高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出【薙刀部選抜大会】 201,600

教育庁 富士高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕 61,560

教育庁 富士高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 合唱部定期演奏会に係るホール備品使用料等の支出 27,900

教育庁 富士高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出【薙刀部合同稽古会】 18,864

教育庁 富士高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ワークショップアメリカ講座講師謝礼の支出（3月分） 24,064

教育庁 富士高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 茶会用菓子購入代 2,376

教育庁 富士高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 管弦楽部定期演奏会に係る楽器運搬費用の支出 49,680

教育庁 富士高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 管弦楽部定期演奏会に係る施設使用料等の支出 121,650

教育庁 富士高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 管弦楽部定期演奏会に係る施設使用料等の支出 50,360

教育庁 富士高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用ベッドマット外クリーニング代の支出 11,500

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員報償費 30,051

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（３月分） 9,351

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件（３月分）） 69,788

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件（３月分） 21,796

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 選抜用評定等確認表の郵送 27,000

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委任契約に係る報償費 54,004

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座（講師・助手）に対する報償費の支出 130,866

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 都立学校開放事業用書類の郵送 3,500

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 都立学校開放事業用書類の郵送 4,920

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 23,760
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教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の継続支払について 565,832

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件（3月分）② 5,000

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 健康講話実施に伴う報償費の支出について 50,103

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,778

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 619,074

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 661

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用文具類の購入 78,936

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入 54,100

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 石油ストーブの借入れ 45,360

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシン点検修理 67,824

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３点の筆耕 130,183

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自学自習ガイダンスの印刷 145,800

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入 160,195

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医への報償費の支出について 54,004

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,603

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度　交際費に係る前渡金の支出及び精算 2,817

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 19,458

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 36,000

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 13,930

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業の報償費の支出について 28,986

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの買入れ 121,392

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放委員会外部委員への謝礼金の支出 3,200

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材等の購入及び必要経費の支出(3月) 18,784

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 教育相談アドバイザーへの報償費の支出について 133,600

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 42,468

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る支出及び精算 43,863

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書及び表彰状の筆耕 94,500

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 UD授業･行動支援方法の研究開発に係る旅費の支出･精算 9,318

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度学校給食調理業務委託(単価契約)経費の支出 1,891,080

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員への報償費の支出 7,755

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について 595,763

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業の報償費の支出について 11,342

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,284

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,360
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教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 527,495

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ユニバーサルデザインに関する校内研修会に係る謝礼 24,064

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 186,111

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 343,285

教育庁 荻窪高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 教育相談アドバイザーへの報償費の支出について 133,600

教育庁 西高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について 48,470

教育庁 西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 25,920

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新聞記事データベースサービス利用契約の支払い 5,832

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報償費の支出について 54,004

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健：一需） 19,980

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 土曜特別講座講師報償費の支出について 2,245

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一需3月分） 174,174

教育庁 西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,846

教育庁 西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 94,676

教育庁 西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,417

教育庁 西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入について 60,000

教育庁 西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入について 69,100

教育庁 西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ごみ処理リサイクル券の購入 2,484

教育庁 西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓球台の購入 83,700

教育庁 西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健・一需） 7,223

教育庁 西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実踏に伴う施設入場料の支出について 4,100

教育庁 西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 44,780

教育庁 西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出について 604

教育庁 西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの借入れ 85,320

教育庁 西高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成29年度入学者選抜学力検査問題の印刷(自校作成) 775,170

教育庁 西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒角２外５点の印刷 83,376

教育庁 西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 40,350

教育庁 西高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 50,000

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 アメリカ研修生徒引率旅費の支出について 999,104

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 海外研修旅行生徒引率に係る事故対策費等の資金前渡 12,000

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 海外研修旅行生徒引率に係る事故対策費等の資金前渡 12,000

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 海外研修旅行生徒引率に係る事故対策費等の資金前渡 840

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 アメリカ研修生徒引率に伴う携帯電話使用料等の支出 20,216

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出について 1,020,766
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教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業報償費の支出について 69,217

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,044

教育庁 西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インクの購入 125,280

教育庁 西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 169,718

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学習の手引きの印刷 140,400

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 両面テープ外6点の購入 119,805

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度入学者選抜における著作権料の支出 25,920

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の購入について 137,250

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ディベート講演会講師謝礼の支出について 36,096

教育庁 西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校講演会講師謝礼の支出について 24,064

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウムの購入 64,800

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 雨どい及び縦樋の清掃委託 54,000

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任契約に係る支払 54,004

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費（課外活動支援事業） 31,020

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の支出（役務費3月分） 13,000

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費／３月分） 83,315

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度  自主学習支援事業指導員報償費の支出 12,216

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,955

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 971,725

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 134,415

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1件の筆耕委託 74,368

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 250,832

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 進学指導ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ改善状況に対するｱｾｽﾒﾝﾄ業務委託 189,000

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 A棟小便器つまり除去排水管洗浄委託 129,924

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定期演奏会実施に伴う施設使用料の支出 130,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 携帯電話外の借入（ニュージーランド語学研修旅行） 50,060

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 携帯電話外の借入（ニュージーランド語学研修旅行） 4,124

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に関する経費の支出（　３月分） 45,635

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に関する経費の支出（　３月分） 8,399

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外の買入（２月分） 4,037

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外の買入（２月分） 1,132

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の買入（２月分） 4,037

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外の買入（２月分） 7,380
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教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の買入（２月分） 4,900

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ホームページ公式ウェブサイト管理業務委託（２月分） 11,880

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホームページ公式ウェブサイト管理業務委託（２月分） 972

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューター賃貸借契約（２月分） 11,124

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 産経新聞の買入（２月分） 3,034

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託の継続支払について 54,004

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック教育推進事業講師謝礼 56,400

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員への謝礼金 28,734

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱祭審査員への報償費の支出について 2,196

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金（２月分） 582,747

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 総合的な学習の時間外部講師謝礼の支出について 8,441

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入（概算契約）（２月分） 23,501

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 普通科中堅校　学習指導・進路指導に係る研修委託 297,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 3,596

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「日本文学全集２７（図書類）」外の買入 50,964

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 小倉百人一首の買入 66,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬運搬処分委託（単価契約）（２月分） 9,143

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校行事に関する経費（芸術鑑賞教室（第１学年）） 14,450

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 学校行事に関する経費（芸術鑑賞教室（第１学年）） 234

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校行事に関する経費(ニュージーランド語学研修旅行) 16,712

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

学校行事に関する経費(ニュージーランド語学研修旅行) 47,308

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 学校行事に関する経費(ニュージーランド語学研修旅行) 864

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 事故対策費（ニュージーランド語学研修旅行） 20,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 事故対策費（ニュージーランド語学研修旅行） 30,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ニュージーランド語学研修生徒引率旅費 691,268

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バスケットボール外の買入 166,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バスケットボール外の買入 200,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,022

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,466

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 374,004

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券外の買入 60,000

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 郵券外の買入 1,290

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化発信能力育成事業外部指導員への謝礼金 41,304

教育庁 杉並高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 杉並公会堂附帯設備使用料（吹奏楽部定期演奏会） 73,548
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教育庁 杉並高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 458,536

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度修学旅行実地踏査に係る旅費の支出について 84,530

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査に係る乗船料及び施設入場料の前渡 4,500

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度少額支払案件(自律役務費　３月分) 6,059

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件(自律一般需用費　３月分) 119,701

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医業務委任契約に係る支出（2月分） 54,004

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会会場使用料の資金前渡 60,700

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会会場使用料の資金前渡 9,000

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度常時必要とする資金（施設使用料　3月） 142,440

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 58,536

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会外部委員謝礼（３月分） 9,000

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 313,512

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出(2月分) 488,289

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,452

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,020

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度環境学習会講師謝礼金の支出（３月分） 21,371

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 229,007

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木伐採委託 397,440

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所特別清掃委託 396,360

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度人間と社会講演会講師謝礼（第３回） 8,441

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 56,000

教育庁 石神井高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシン点検整備 54,000

教育庁 井草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健用品の購入に係る資金前渡について 41,569

教育庁 井草高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 68,061

教育庁 井草高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 H29常時必要資金に係る資金前渡（使用料・３月分） 8,500

教育庁 井草高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 H29少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費3月分） 74,850

教育庁 井草高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 弓の購入 147,960

教育庁 井草高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 H29少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 4,882

教育庁 井草高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 都立学校産業医に係る報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 井草高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券切手購入等に係る経費の資金前渡及び精算について 59,920

教育庁 井草高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼金の継続支払について 12,000

教育庁 井草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外1点の購入 237,600

教育庁 井草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ICT機器の購入 64,800

教育庁 井草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マットの購入 196,560

733 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 井草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 604,868

教育庁 井草高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 異文化理解講座事業委託 18,000

教育庁 井草高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の支出について（２月分） 99,264

教育庁 井草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,887

教育庁 井草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 理科用品の購入 147,288

教育庁 井草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 車いすスロープの購入に係る資金前渡について 47,520

教育庁 井草高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 164,712

教育庁 井草高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 130,026

教育庁 井草高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コードレス電話機の購入に係る資金前渡について 31,320

教育庁 井草高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ステアシップ用バッテリー外1点の購入 98,172

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教員研究セミナー参加に係る経費 114,000

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 平成29年度少額支払案件（高校入選役務３月分） 25,000

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（高校進学一般需用費3月分） 18,000

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）経費の支出 54,004

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件（高校分役務費3月分） 33,200

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座の実施に伴う講師等謝礼金の支出 17,449

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 147,331

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(茶道部） 27,143

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼支出について(合唱部) 9,694

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼支出について(吹奏楽部) 37,224

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援事業に伴う講師の謝礼支出 28,502

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(軽音部) 15,510

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度理科観察実験支援事業に伴う講師の謝礼支出 56,030

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 5,400

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 359,640

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃薬品収集運搬・処分委託 12,960

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃薬品収集運搬・処分委託 62,532

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(華道部) 27,143

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校新聞の印刷 56,160

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(将棋部) 18,612

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(剣道部） 31,020

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 体育館等床窓清掃業務委託 378,993

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スクリーンの購入 106,920

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約） 44,215
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教育庁 大泉高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 山岳部合宿に伴う旅費の支出 13,788

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払 835,333

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度講演会「Logy&Nomy」に伴う講師の謝礼支出 35,700

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出(吹奏楽部) 62,040

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,927

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,912

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学者選抜学力検査問題（グループ作成）の印刷 1,746,360

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

第4回東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出決定 33,011

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度講演会「社会人講話」に伴う講師の謝礼支出 37,989

教育庁 大泉高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 725,615

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,873

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(役務費・３月分) 48,980

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 967

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入 4,037

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞外２点の購入 10,414

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞外１点の購入 8,937

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 341,316

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度データベース検索サービス（２月分） 5,832

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（役務費・３月分） 32,400

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 4,614

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 40,565

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 47,100

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの運搬 93,960

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 男子テニス部校外練習に伴う施設使用料の資金前渡 5,200

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 男子テニス部校外練習に伴う施設使用料の資金前渡 15,600

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 男子テニス部校外練習に伴う施設使用料の資金前渡 15,600

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 530,508

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証明書用封筒外３点の印刷 100,450

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 硬式野球部校外練習実施に伴う施設使用料の資金前渡 39,500

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に伴うホール備付器具使用料 10,400

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 801,192

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 172,516

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出について（２月分） 54,004

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度土曜講習講師に対する謝礼金の支出(2月分) 8,531
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教育庁 練馬高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動外部指導員の謝礼金の支出2月 55,836

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼金の支出(自律・２月分) 137,264

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 楽器運搬に係る経費の資金前渡及び精算について 30,240

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外５点の筆耕 52,300

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 43,366

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実踏にかかるタクシー代金の資金前渡 30,000

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 男子テニス部校外練習実施に伴う施設使用料 7,800

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 野球ボール外3点の購入 66,312

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 男子テニス部校外練習実施に伴う施設使用料 13,000

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出 117,108

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 105,300

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 200,772

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 48,600

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡及び精算（3月分） 57,929

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について（自立経営推進予算） 30,692

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修理 93,420

教育庁 練馬高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,010

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（剣道） 9,306

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（サッカー） 27,918

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（書道） 15,510

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度生修学旅行実地踏査に係る旅費の支出 145,952

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用下水道料金の支出（1月分） 61,559

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費)3月分 175,071

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(役務費)3月分 3,674

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡((保)一般需用費)3月分 1,184

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医報償費の支出について 54,004

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺小屋外部講師謝礼の支出 68,245

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の買入れ(自立経営推進予算) 144,700

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について（２月分） 596,771

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺小屋外部講師謝礼の支出 25,593

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（剣道） 18,612

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,116

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＴＡＩＭＳ端末の故障にかかる修繕契約について 67,500

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業式次第外2点の印刷 140,076
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教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外の筆耕委託 71,500

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外2点の研磨 54,162

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 IBM SPSS 25 Statistics Base 外1点の買入れ 345,600

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 66,960

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 マスク外8点の買入れ 145,756

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会謝礼の支出 4,800

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（サッカー） 37,224

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（サッカー） 21,714

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,797

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会謝礼等の支出について 12,000

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砂外4点の買入れ 356,184

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 459,834

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出（剣道） 12,408

教育庁 光丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 開放事業運営委員会謝礼の支出について 1,600

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 76,820

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書ホルダーの購入 1,670

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡及び精算 15,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡 5,191

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡 146,438

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡 5,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部施設使用料の資金前渡及び精算 60,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度特別支援教育心理士謝金の支出（２月分） 31,020

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医の委任契約に伴う報酬（２月分） 54,004

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 式典看板外1点の購入 111,240

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度日本語指導員の謝金の支出（２月分） 330,170

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算 103,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外1点の購入 106,380

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業指導員謝金の支出（２月分） 68,244

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払について（２月分） 470,749

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ショットクロックの購入 89,100

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マイクロホンスタンド外14点の購入 109,296

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マイクロホンスタンド外14点の購入 98,884

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度日本語指導員の謝金の支出（３月分） 103,338

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクター外1点の購入 167,313
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教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクター外1点の購入 207,230

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度工業用水道料金の支出（２月分） 16,104

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡及び精算 67,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額案件に係る経費の資金前渡及び精算 14,000

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額案件に係る経費の資金前渡及び精算 33,200

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,083

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫の購入 62,856

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 62,498

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度特別支援教育心理士謝金の支出（３月分） 31,020

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 312,050

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 97,223

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 入学選抜事務等における中国語通訳の謝金の支出 40,326

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 入学選抜事務等における中国語通訳の謝金の支出 25,204

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 31,286

教育庁 田柄高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　雑誌の買入れ（１～３月分） 34,949

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 31,693

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業に係る外部指導員謝礼 127,958

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業）業務委任契約に係る報償費支出 54,004

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 家庭科用ミシンの点検 64,800

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕（単価契約） 70,800

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員謝礼の支出について 73,673

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化の良さを発信する能力等育成事業報償費 23,265

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 426,958

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 128,240

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 77,760

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の継続支払いについて（２月分） 714,028

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 畳表替修繕 393,120

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,454

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペンキの買入れ 246,942

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度　複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 3,220

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 181,433

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（環境） 75,600

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（児童福祉） 27,000

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（国際） 24,000
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教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（環境） 34,200

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（福祉） 64,800

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（障害者福祉） 25,200

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 91,800

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 84,240

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ダンス部定期公演施設使用料の支出について 57,500

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教育活動支援事業委託（児童福祉） 21,600

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング委託 153,975

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出及び精算について 75,310

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用図書の購入 106,804

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　複数の少額支払案件（3月分） 2,000

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数の少額支払案件（3月分） 50,057

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　複数の少額支払案件（3月分） 18,963

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生(産業医)業務に係る報償費(2月分) 54,004

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件の追加 7,776

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便料金の支払いに係る経費の支出及び精算について 18,025

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 折り紙外18点の購入 12,258

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 折り紙外18点の購入 47,527

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 筆耕委託（単価契約）に係る支出について 51,750

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業制作展ポスター外2点の印刷 189,000

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律委託 84,240

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 736,006

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員（茶道部）に係る報償費の支出 36,837

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会実施にかかる謝礼の支出（第3回） 9,000

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　複数の少額支払案件（3月②） 4,926

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会実施にかかる謝礼支出（第2回） 2,800

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員(手話部）に係る報償費の支出（2月分） 24,816

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検整備委託 28,080

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便料金の支払いに係る経費の支出及び精算について 3,030

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 597,926

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,849

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会における謝礼の支出 3,200

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,625

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 美術用ソフトウェアライセンスの購入 33,480
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教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 252,761

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育における講師に対する謝礼 100,000

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳ほか10点の購入 200,945

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃液・廃薬品収集運搬処分委託 138,348

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃液・廃薬品収集運搬処分委託 16,200

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 舞台幕の修繕 108,000

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機の修理 18,036

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 700

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシン点検委託 71,280

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）3月分 138,189

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費/保健）3月 11,264

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費） 13,330

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出について（オリパラ） 6,204

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出について（重点配付） 29,082

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出について（青少年） 38,775

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 552,685

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医契約代金の継続支払について 54,004

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手の購入について 188,934

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 郵便切手の購入について 8,161

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払いについて（2月分） 622,233

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「１年生対象人間と社会講演」にかかる講師謝礼の支出 100,206

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ２学年「主権者教育」にかかる講師謝礼の支出 30,900

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の受領について 6,244

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,871

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 バスの借り上げ 104,760

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 春季合宿生徒引率旅費の支出（女子バレーボール部） 63,894

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費） 27,676

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 調理室他排水管洗浄 297,000

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 432,505

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出について（自律） 37,224

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 進路の手引き外１件の印刷 234,576

教育庁 第四商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピッチングマシンの修理 220,968

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（一般需用費）3月分 149,218

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)業務に係る経費の支出 54,004
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教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金の支払 63,785

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度特別支援教育心理士の報酬の支出 92,600

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成２９年度少額支払案件（交際費）３月分 5,322

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員に係る謝金の支出(ﾊﾞｽｹ部) 9,694

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件（役務費） 8,425

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食費送金振込手数料の資金前渡（30年2月分振込） 144

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 690,025

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 モップの借入れに伴う支出について 3,888

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外２点の購入に係る経費の支出 41,738

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検に係る経費の支出について 51,840

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会委員謝金の支出 3,000

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部活動外部指導員に係る謝金の支出 38,000

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に伴う支出及び精算について 22,200

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 553,238

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 42,400

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員に係る謝金の支出について 22,102

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外3点の研磨に伴う資金前渡 25,380

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払（平成30年2月分） 812,771

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,705

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｴﾝｶｳﾝﾀｰ事業講師の謝金の支出について 16,028

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律に伴う資金前渡 43,200

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外１２点の洗の洗濯に伴う資金前渡 25,018

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 白衣外１２点の洗の洗濯に伴う資金前渡 11,880

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダ－の購入 108,172

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外4点の印刷 132,840

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 陶芸用電気釜の修繕 69,500

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度公開講座講師等への謝礼金の支出 257,000

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金の支払 63,785

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 巻締機点検委託代金 302,400

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 オージオメータの修理代金 25,272

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チップ外１７点の購入代金 146,437

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存用食材の購入に係る経費・３月分 14,895

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医契約代金の支出について 54,004

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費（一般需用費）・３月分 282,680
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教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費（役務費）・３月分 3,862

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 計量器定期検査に要する経費 9,720

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 計量器定期検査に要する経費 3,240

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェア外１点の購入代金 103,356

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入代金・２月分 116,640

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支払・２月分 742,037

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）代金　２月分 789,480

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボール外１６点の購入代金 273,780

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所外部排水管清掃委託代金 150,120

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 映像投影機外９点の購入代金 252,887

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 映像投影機外９点の購入代金 29,160

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29学校運営連絡協議会（全）報償費の支払について 9,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入代金 66,500

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,131

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 279,559

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 100,945

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ストーブ等点検清掃委託代金 7,182

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する経費 90,650

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29学校運営協議会報償費の継続支払について 6,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 196,786

教育庁 中野工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 459,254

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイヤチューブ外7点の買入れ 39,830

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイヤチューブ外7点の買入れ 69,768

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピューター外6点の買入れ 236,811

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラーペーパー外19点の買入れ 228,234

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 カラーペーパー外19点の買入れ 9,612

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 19,000

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 123,942

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 15,000

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車継続検査及び定期点検 216,725

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車継続検査及び定期点検 10,800

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 サッカー部外部指導員謝礼の支出について（2月分） 17,240

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 剣道部外部指導員謝礼の支出について（2月分） 22,987

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 第2種電気工事士筆記試験外31点の買入れ					 3,692
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教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 第2種電気工事士筆記試験外31点の買入れ					 40,450

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 第2種電気工事士筆記試験外31点の買入れ					 8,494

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 758,092

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務委任契約に係る継続支払(2月分) 54,004

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 620,377

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 真空凍結乾燥器の修繕 169,344

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 128,496

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 レーザー加工機用集塵機の修繕 356,400

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,640

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第16回東京都国公立高校柔道大会に伴う施設使用料 60,000

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「環境とものづくりの品質管理の関係」講師謝金 21,550

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 技能スタンダード「微生物の世界と食品化学」講師謝金 16,701

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 696,426

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水銀灯外2点の買入れ 98,033

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 水銀灯外2点の買入れ 2,773

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル自動体重計の買入れ 56,916

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会外部委員謝礼（3月分） 3,000

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 百人一種コンサートに係る講師謝金の支出 16,701

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に要する経費の支出（資金前渡）及び精算 41,850

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブルーシート外6点の買入れ 34,905

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ブルーシート外6点の買入れ 11,232

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 89,089

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ポット外3点の買入れ 14,547

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ポット外3点の買入れ 84,482

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務（産業医）の報償費の支出 54,004

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員報償費の支出 23,265

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）の支出 170,624

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ラジアルボール盤外2点の点検整備 145,800

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入について 20,088

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,061

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学者選抜用郵送料の支出について 17,800

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インターンシップ実施報告書の印刷について 172,800

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 452,372

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 58,983
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教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬の委託 55,620

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 物品運搬の委託 5,680

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 37,195

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の定期購読（概算契約）に係る継続支出について 17,690

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 携帯電話用プリペイドカードの購入について 40,000

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターンシップ実施報告書の送料の支出について 27,260

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,532

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック講演会に係る報償費支出 12,572

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 つい立外28点の買入れ 285,226

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 検印外2点の買入れ 105,115

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律の委託 43,200

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 寝具類の殺菌消毒乾燥に要する経費の支出について 8,532

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会にかかる報償費の支出 12,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 92,475

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 肥料外５件の購入 212,760

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 肥料外５件の購入 9,072

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 肥料外５件の購入 24,948

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の修理 72,175

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 飼料外６点の購入 157,464

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 中棚の購入 155,520

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 まな板外４点の購入 194,400

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 まな板外４点の購入 30,240

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 造園資材の購入に要する経費の支出 69,200

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

関東高等学校馬術リーグ戦に関わる大会参加費経費 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 馬の装蹄改装業務委託に係る経費の継続支払　9回目分 32,400

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食費・保存用食材費・３月分 16,740

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費（一般需用費）.３月 311,273

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

複数の少額支払案件に係る経費（負担金）・３月分 5,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額案件（役務費）の支出（３月分） 7,027

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数少額案件（光熱水費）の継続支出3月分 40,000
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教育庁 農芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数少額案件（使用料及び賃借料）の継続支出３月分 15,110

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 芝刈り機外３点の修理 117,963

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 芝刈り機外３点の修理 116,748

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医選任に伴う経費の支出（2月分） 54,004

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業外部指導員謝礼(２月分) 63,010

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制卒業式ピアノ伴奏謝礼の支出 4,670

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 かん子立外４４点の購入 111,500

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 感熱紙外２０点の購入 69,738

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う経費の支出について 59,850

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 52,455

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 「人間と社会」教育支援業務委託 173,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,855

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 33,825

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 259,011

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 32,400

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車定期点検整備 72,768

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 平成30年3月分酒税納税に伴う経費の支出 1,600

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 御影飛び石外３点の購入 106,596

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費（一般需用費）・３月分 250,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 栄養士白衣のクリーニング費用の支出 10,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 220,102

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,360

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍外60点の購入 19,972

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外60点の購入 69,780

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ショ糖外３１点の購入 199,455

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ショ糖外３１点の購入 98,194

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会外部委員謝礼(定・第三回目) 9,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会外部委員謝礼(第二回目) 6,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員謝礼の支出について 1,600

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,111,759

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 苗木外２０点の購入 46,980

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 苗木外２０点の購入 92,880
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教育庁 農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 苗木外２０点の購入 27,432

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 苗木外２０点の購入 6,480

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業外部指導員謝礼(3月分) 50,409

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 40,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,386

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 272,854

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,164,978

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水耕資材の購入 153,489

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度「卒業生を囲む会」講師謝礼の支出について 80,820

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会外部委員謝礼(全・第三回) 12,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「オリンピック・パラリンピック教育講演会」講師謝礼 66,808

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 「手話教室」の業務委託 61,000

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 農芸・稔ヶ丘高定時制給食調理業務委託費支出2月分 2,527,200

教育庁 農芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水切りモップ外１１点の購入 165,434

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 拡大複写機の修理 96,336

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金（施設使用料）の前渡について 12,000

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 37,378

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡 30,000

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 30,539

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 35,962

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成２９年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 386

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 7,228

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 562,423

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新聞記事データベースの借入れ 9,720

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外５点の筆耕 74,193

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度雑誌購入代金の継続支払 18,135

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動に係る指導員への報償費支出 18,612

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動に係る指導員への報償費支出 15,510

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費支出（茶道部・自律予算） 3,878

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費支出（筝曲部・自律予算）2月分 23,265

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業　外部指導員報償費支出（２月分） 52,930

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に係る報酬の支出について 54,004

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 67,935

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手の購入について（資金前渡） 33,100
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教育庁 竹早高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 82,065

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,687

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,756

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 907,421

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 空調機の収集運搬及び処分委託 83,700

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空調機の収集運搬及び処分委託 21,600

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテン外２点の購入 156,924

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出 75,714

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 33,204

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第三回学校運営連絡協議会外部委員への謝礼金の支出 6,000

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 網戸の購入 69,552

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業 外部指導員報償費（３月分） 28,503

教育庁 竹早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ケアリーヴ外１１点の購入 64,054

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 軽微な損害に対する見舞金の支出について 49,680

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学選抜に係る郵便料の支出について 16,600

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の活動に伴う報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（保健・一需）3月分 25,918

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る経費の支出（交際費）3月分 1,890

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（役務費）3月分 11,302

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に伴う継続支払（2月） 19,398

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（一般需用費）3月分 12,818

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習チューターに係る報償費の支出（２月分） 20,360

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,011,208

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,868

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,031

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 478,324

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 821,794

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会の実施に伴う経費の支出 20,100

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券購入に係る費用の支出 10,400

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続に伴う支出（2月分） 6,806

教育庁 向丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出 66,330

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食における保存食・保存食材費の支出 13,754

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 スチールラック外17点の購入 131,353

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スチールラック外17点の購入 60,480
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教育庁 豊島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費３月分） 89,078

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（給食役務費３月分） 1,290

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）代金の支出について・２月分 54,004

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る継続支払（２月分） 14,838

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の購入に要する経費の資金前渡及び精算について 57,900

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（自律予算）・２月分 6,204

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外２点の印刷 233,712

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立豊島高校定時制課程学校給食調理業務委託 768,960

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食用消耗品購入に係る資金前渡 22,680

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度教科用図書補助金の支出について（第3回） 9,728

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ジュニア農芸化学会２０１８生徒引率に伴う旅費の支出 34,145

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 344,378

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定時制生徒会レクリエーション実施に伴う施設入場料 13,000

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 旧豊島区立第十中グラウンド等使用料について 141,600

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,159

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜教育支援体制(スタラボ)の実施に伴う謝礼2,3月分 51,184

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数教育の推進事業(理数サポート塾)の実施に伴う謝礼 102,757

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 927,604

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 58,320

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 絆創膏外31点の購入 224,748

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度公開講座の実施に伴う講師等謝礼の支出 43,623

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制キャリア教室講演会実施に伴う講師報償費の支出 10,596

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 216,692

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 152,009

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕 73,180

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校生活の手引き外１点の印刷 87,804

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬委託契約について 399,600

教育庁 豊島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用品のクリーニングに要する経費の資金前渡 19,267

教育庁 文京高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出（自律２月分） 18,612

教育庁 文京高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「栄養指導講演会」講師謝礼の支出 27,746

教育庁 文京高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報酬費の支出（青少年２月分） 23,265

教育庁 文京高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件の資金前渡（3月分） 11,030

教育庁 文京高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件の資金前渡（3月分） 19,660

教育庁 文京高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件の資金前渡（3月分） 11,748
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教育庁 文京高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件の資金前渡（3月分） 128,073

教育庁 文京高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,791

教育庁 文京高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕 82,263

教育庁 文京高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校衛生管理業務（産業医）代金の支出（2月分） 54,004

教育庁 文京高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の資金前渡（3月分） 6,000

教育庁 文京高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 布団外5点の洗濯 10,908

教育庁 文京高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 布団外5点の洗濯 8,964

教育庁 文京高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ストーブの移設 51,840

教育庁 文京高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（2月分） 18,631

教育庁 文京高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員謝礼の支出 1,600

教育庁 文京高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に伴う資金前渡及び精算について 80,842

教育庁 文京高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 293,069

教育庁 文京高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,487

教育庁 文京高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,233

教育庁 文京高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 競技場回数券の購入に伴う資金前渡（陸上部） 40,000

教育庁 文京高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 801,303

教育庁 文京高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 317,547

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外５点の購入 230,061

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　卒業生懇談会講師謝礼の支出 26,940

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出（自律３月分） 12,408

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンの洗濯 50,112

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ファンダメンタルトレーニング講演会　講師謝礼の支出 25,052

教育庁 文京高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 フィジカルトレーニング講演会　講師謝礼の支出 27,746

教育庁 文京高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 校内ＬＡＮケーブルの配線 270,000

教育庁 文京高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バック幕外1点の購入 319,680

教育庁 文京高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（３月分） 8,991

教育庁 北園高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 生物実習用材料外1点の購入 18,000

教育庁 北園高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕 156,000

教育庁 北園高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（青少年） 12,408

教育庁 北園高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費(自律経営推進予算２月分) 36,352

教育庁 北園高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件(一般需用費)に係る経費・3月分 137,725

教育庁 北園高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件（使用料及賃借料）に係る経費 13,720

教育庁 北園高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（役務費）に係る経費 1,512

教育庁 北園高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件（交際費）に係る経費の支出 905
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教育庁 北園高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度工業用下水道料金の支出（１月分） 44,744

教育庁 北園高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援事業に係る報償費の支出 30,633

教育庁 北園高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度　公開講座講師等に対する報償費の支出 14,541

教育庁 北園高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校における放課後理数質問教室講師報償費 14,541

教育庁 北園高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁研磨に係る費用の支出 21,168

教育庁 北園高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 主権者教育に関する書籍の購入 20,499

教育庁 北園高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員等に対する報償費の支出 15,000

教育庁 北園高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医の委任契約に要する謝礼金支出 54,004

教育庁 北園高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の支出（２月分） 21,841

教育庁 北園高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 129,514

教育庁 北園高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用顕微鏡の修理 204,120

教育庁 北園高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金(第4回)の支出 6,380

教育庁 北園高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,328

教育庁 北園高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,845

教育庁 北園高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 748,991

教育庁 北園高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援事業に係る報償費の支出 10,179

教育庁 北園高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 人権の多様性についての講演会講師報償費 12,032

教育庁 北園高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所特別洗浄委託 288,360

教育庁 北園高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 762,176

教育庁 北園高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 64,800

教育庁 北園高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 117,612

教育庁 北園高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合格速報会講師に対する報償費 13,470

教育庁 北園高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 森林保全奉仕合宿事前講演会講師に対する報償費の支出 20,100

教育庁 北園高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドブック北園外3点の印刷 220,968

教育庁 北園高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 傘立ての購入 228,096

教育庁 北園高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 森林保全奉仕合宿事前講演会講師報償費 24,064

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 授業評価アンケート集計結果分析及改善課題抽出等業務 293,004

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外4点の筆耕 61,138

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務委任契約に係る報償費の支出 54,004

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る経費の支出（3月分） 9,000

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（3月分） 65,000

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出（3月分） 7,000

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（3月分） 18,792

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 校舎改築工事に伴う外部施設使用料等の支出（3月分） 191,640
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教育庁 板橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（２月分） 179,916

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 抗生剤軟膏外56点の購入 182,854

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 142,278

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,096

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に係る施設使用料の支出について 33,400

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,457

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,941

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 952,629

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 女子バスケ部春季合宿に係る緊急事故対策費の支出 10,000

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 女子バスケ部春季合宿に係る緊急事故対策費の支出 10,000

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出について 22,836

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出について 91,118

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬委託 64,800

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 体験実施における講師謝礼金の支出について 75,200

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路報告会に係る講師謝礼金の支出について 17,960

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の支出及び精算について 83,640

教育庁 板橋高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（3月分） 148,896

教育庁 大山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 側溝等清掃委託 155,628

教育庁 大山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 側溝等清掃委託 38,880

教育庁 大山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 78,520

教育庁 大山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食用保存食費・保存食材費の支出 18,921

教育庁 大山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業の報償費（2月分） 15,510

教育庁 大山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定時制課程修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出について 53,790

教育庁 大山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医の報償費支出について 54,004

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 2,417

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 93,440

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 60,720

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 37,120

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 31,400

教育庁 大山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 3,424

教育庁 大山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定時制課程修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出について 4,494

教育庁 大山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）の処分委託（単価契約） 62,694

教育庁 大山高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 23,800

教育庁 大山高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約） 2,019,600
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教育庁 大山高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（2月分） 82,785

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 マスク外10点の買入れ 90,331

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外1点の買入れ 114,048

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 56,224

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,702

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,084

教育庁 大山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 235,789

教育庁 大山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 886,625

教育庁 大山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡 25,665

教育庁 大山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（3月分） 19,194

教育庁 大山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放事業運営委員会委員報償費の支出 1,600

教育庁 大山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 184,442

教育庁 高島高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第3回学校運営連絡協議会に伴う謝金の支出 21,000

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 92,275

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品(糸ようじ外25点)の購入 57,510

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度少額支払案件（自律・一般需用費　3月分） 15,321

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29年度少額支払案件（自律・役務費　3月分） 40,000

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 29年度少額支払案件（光熱水費　3月分） 2,145

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 42,102

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,912

教育庁 高島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 328,037

教育庁 高島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用机・椅子補修用部材の購入 140,400

教育庁 高島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定業務委託 159,840

教育庁 高島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医の報償費の支出について 54,004

教育庁 高島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費(伝統文化・2月分） 23,265

教育庁 高島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費(振興予算・2月分） 6,204

教育庁 高島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費(青少年・2月分） 21,714

教育庁 高島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼の支出(自律通年・2月分） 24,816

教育庁 高島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 136,000

教育庁 高島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 賞状用紙外１３点の購入 116,103

教育庁 高島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 294,456

教育庁 高島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度少額支払案件（自律・一般需用費 3月分-2） 100,000

教育庁 高島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29年度少額支払案件（自律・役務費　3月分-2） 13,057

教育庁 高島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29年度少額支払案件（保健・一需 3月分-2） 21,616
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教育庁 高島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用書籍の購入 50,494

教育庁 高島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,485

教育庁 高島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「人間と社会」講演会に係る謝金の支出について 23,800

教育庁 高島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 主権者教育講師の謝礼の支出について 20,000

教育庁 高島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支給 1,377

教育庁 高島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額案件（使用料及賃借料） 11,400

教育庁 高島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 762,967

教育庁 高島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用品のクリーニングに係る費用の支出及び精算 32,865

教育庁 高島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学事報告外１点の印刷 105,732

教育庁 高島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土外２点の購入 135,216

教育庁 高島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 吹奏楽部施設使用料の資金前渡及び精算について 208,800

教育庁 高島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 サッカー部旅費の支出について 5,369

教育庁 高島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器の購入 59,400

教育庁 高島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 パラリンピアン講演会謝金の支出について 84,224

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律に係る経費の支出 58,320

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ＪＩＣＡ国際協力出前講座講師報償費の支出について 100,206

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 洋書の購入 245,990

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 立て看板外18件の購入 82,620

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 立て看板外18件の購入 122,721

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 立て看板外18件の購入 10,925

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 立て看板外18件の購入 48,303

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出(一般需用費３月分) 173,243

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の支出(役務費３月分) 61,355

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件の支出(交際費　月分) 22,114

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額案件支払の支出(役務費・給食予算) 11,460

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出(一般需用費・保健予算３月分) 2,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検に係る経費の支出 45,360

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入 60,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 46,128

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ 22,995

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室物品のクリーニングに係る経費の支出 31,579

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度キャリア教育講演会講師報償費の支出 49,390

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食用食材費に係る経費(３月分) 16,960
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教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダーの購入 209,250

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業報償費（定時制） 12,408

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度英語学習指導員報償費の支出について 24,235

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業報償費の支出（全日制） 60,491

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業報償費の支出（定時制） 15,123

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別教育心理士相談事業に係る報償費の支出（2月分） 23,265

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業指導員報償費の支出 23,265

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託の支出（１月分） 1,632,042

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託の支出（２月分） 1,541,322

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 入学選抜手続における通訳謝礼の支出（2月分） 68,341

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教科用図書補助金の支出について 9,910

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第２４回めぬまカップ引率に伴う旅費の支出について 76,008

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 491,653

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 56,259

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制卒業式実施に伴うピアノ伴奏謝礼金の支出 4,670

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費の支出（3月分） 72,219

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 新入生説明会に伴う通訳ボランティア謝礼の支出 14,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,327,403

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第２４回めぬまカップ引率に伴う緊急対策費の支出 5,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第２４回めぬまカップ引率に伴う緊急対策費の支出 5,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入試選抜用プリンタトナー外１４点の購入経費の支出 33,038

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入試選抜用プリンタトナー外１４点の購入経費の支出 130,442

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,527

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読に係る支出（２月分） 15,991

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度グループエンカウンター講師報償費の支出 39,868

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室物品の購入にかかる経費の支出 123,519

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 姉妹校視察に係る専用車費用の支出について 40,000

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 姉妹校視察に係る旅費の支出について 260,568

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 姉妹校視察に係るコーディネート料の支出について 120,890

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁 外１点研磨にかかる費用の支出及び精算について 26,082

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入にかかる費用の支出及び精算について 130,000

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 シーツ 外10点洗濯にかかる費用の支出及び精算 39,031

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備について 155,223

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払い案件に係る前渡金の準備について 7,496
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教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座講師に対する報償費の支出 24,235

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出 31,020

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 授業｢ボランティア｣短期市民講師に対する報償費の支出 273,368

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「介護職員初任者研修」短期市民講師謝礼の支出 54,771

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の委任契約に伴う報償費の支出 54,004

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員報償費支出 84,800

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出 48,857

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ボウリング大会にかかる費用の支出及び精算について 30,000

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スキャナ―外1件の購入 362,664

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 湿布外21点の購入に伴う資金前渡及び精算 46,602

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用図書の購入 88,175

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 弓道場的場安土保守調整委託 131,760

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払いについて 762,733

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 グループエンカウンター事業講師に対する報償費の支出 41,663

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 介護職員初任者研修テキスト購入費用の資金前渡及精算 58,212

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,275

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,108

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 キャスター修繕 90,720

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 式典用ステージ看板外1件の購入 185,112

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 式典用ステージ看板外1件の購入 8,640

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 毛布 外８点洗濯にかかる費用の支出及び精算 18,700

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1件の筆耕委託 39,550

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 184,344

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高校定時制教科書補助金の支出について 6,478

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高校定時制教科書補助金の支出について 4,485

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「研究紀要」の印刷 183,600

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用ロッカーの購入 232,200

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 事務机外4件の購入 179,280

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,463

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 296,087

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　楽器の修繕について 62,640

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入について 97,812

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について3月分 240,667

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について3月分 10,828
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教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備について3月分 9,440

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外3点の筆耕委託 76,815

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 10,800

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）2月分 18,860

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 台湾ホームステイに伴う貸切タクシー代外1件 66,000

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 台湾ホームステイ生徒引率（姉妹校交流） 205,998

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校衛生管理業務（産業医）代金の支払 54,004

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,550

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 513,322

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 523,133

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 80,559

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業講師謝礼金支出（２月分） 15,123

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼金の支出(定時制)(第３回) 12,000

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 アクティブ・ラーニング推進校視察 17,145

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 242,600

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,047

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 学校案内の翻訳委託 96,228

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 学校案内の翻訳委託 59,940

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 22,425

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 22,894

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡 44,540

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（フェンシング和歌山）教員分 26,620

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（フェンシング和歌山）教員分 16,350

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出（フェンシング和歌山）生徒分 227,800

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,633

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 360,337

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 43,200

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電気炉外４件の点検委託及び修繕 47,520

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 電気炉外４件の点検委託及び修繕 33,480

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 88,220

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会運営委員報償費の支出 1,600

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医の委任契約に要する謝礼金支出 54,004

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の精算（フエンシング部生徒・追給） 470

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　講師報償費支払について 27,337
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教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 連絡用郵券の購入 76,080

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガス検知管外12点の購入 9,720

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ガス検知管外12点の購入 76,258

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度王総土曜塾外部講師報償費の支出（２月） 25,594

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 温度計外9点の購入 243,756

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外１点の購入 205,200

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　部活動指導員の報償費の支出（青少年） 65,724

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会報償費の支出（３月） 18,000

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　防災教育推進委員会報償費の支出（3月） 6,000

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 735,060

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　修学旅行実地踏査旅費 61,018

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　フェンシング部和歌山オープン引率旅費② 17,686

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　フェンシング部全国選抜引率旅費③ 20,361

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度　フェンシング部和歌山オープン生徒分② 127,296

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 213,940

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホースリール外12点の購入 213,840

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度合唱コンクール審査員報償費の支出 12,661

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,374

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,311

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,677

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,420

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　部活動指導員の報償費の支出（自律） 153,550

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒ハンドブックの印刷 164,160

教育庁 王子総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　部活指導員の報償費の支出（特別強化校） 31,020

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に対する報償費の支出（２月分） 31,020

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 100,000

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 3,000

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会開催に伴う報償費の支出（第３回） 3,000

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕 50,220

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（２月分） 20,323

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度都立学校産業医に対する報償費（２月分） 54,004

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する報償費の支出（２月分） 23,265

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,925

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 522,522
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教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 371,633

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 90,213

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 430,308

教育庁 千早高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学運協開催に伴う外部委員への謝礼の支出 15,000

教育庁 千早高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第２回ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ開催に伴う外部委員への謝礼の支出 3,000

教育庁 千早高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第２回ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ開催に伴う外部委員への謝礼の支出 6,000

教育庁 千早高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）に係る報償費の支出 54,004

教育庁 千早高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員にかかる報償費の支出(青少年) 15,510

教育庁 千早高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額案件に係る前渡金について（3月分） 138,553

教育庁 千早高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額案件に係る前渡金について（3月分） 9,780

教育庁 千早高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の買入れ 23,665

教育庁 千早高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍（洋書）買入れ 138,700

教育庁 千早高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 30,240

教育庁 千早高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 51,418

教育庁 千早高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員における報償費の支出について 28,500

教育庁 千早高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌買入れに係る継続支払 25,736

教育庁 千早高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,021

教育庁 千早高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 335,474

教育庁 千早高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講師謝礼の支出について（卒業生講話） 35,920

教育庁 千早高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,250

教育庁 千早高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育館仕切りネットの買入れ 399,600

教育庁 千早高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 422,706

教育庁 千早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部試験検定費用の支出（東京グローバル10指定校） 1,885,440

教育庁 千早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用薬品等の買入れについて 144,881

教育庁 千早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホスティングサービスに係る継続支払について 3,002

教育庁 千早高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室布団類のクリーニングについて 27,961

教育庁 千早高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝礼の支出について（アドバイザーセミナー） 24,064

教育庁 千早高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機外2点の買入れ 298,814

教育庁 千早高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の買入れ 52,590

教育庁 千早高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講師謝礼の支出について（コミュニティデザイン） 74,167

教育庁 千早高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝礼の支出について（コミュニティデザイン） 83,505

教育庁 千早高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 体育館等施設使用料の支出について 169,600

教育庁 千早高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講師謝礼の支出について（コミュニティデザイン） 45,076

教育庁 千早高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講師謝礼の支出について（コミュニティデザイン） 36,096
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教育庁 千早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクター設置作業外3点の買入れ 222,652

教育庁 千早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 プロジェクター設置作業外3点の買入れ 37,800

教育庁 千早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用図書の買入れ 290,995

教育庁 千早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 洋書の買入れ 299,626

教育庁 千早高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員における報償費の支出について 53,316

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度保存食・保存食材の支出（３月分） 18,160

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続契約 16,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「広辞苑」外90点の買入れ 164,827

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全・陸上部スポーツセンター使用料支出・清算 13,600

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払(使用料及び賃借料)支出・精算 3,940

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度少額支払(負担金補助及交付金)支出・精算 20,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 H29　少額支払案件前渡金の支出・精算(一般需用費) 223,672

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件前渡金の支出（３月分） 3,796

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度常時必要とする資金(使用料)支出・精算 490

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度少額支払案件(給食役務)支出・精算 608

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡メンテナンス業務委託 188,244

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 時計外32点の買入れ 198,482

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 時計外32点の買入れ 9,288

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 123,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業の報償費の支払（２月分） 100,391

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託に伴う支払（２月分） 63,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 集塵機点検委託 95,040

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 写真機等点検委託 43,999

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 動力プレス特定自主点検外１件点検委託 157,464

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター外2点の買入れ 141,264

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員（自律）報償費の支出（２月分） 9,306

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29定時制修学旅行補助金の支出（第1回） 5,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物（木くず）収集運搬処理委託（単価契約） 64,800

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一般廃棄物（木くず）収集運搬処理委託（単価契約） 36,709

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 「文京梅まつり」作品展示に伴う運搬委託 36,720

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業作品展に伴う運搬委託 76,680

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 72,133

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る支出及び精算 10,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「AERA」　外57点の継続支払について（概算契約） 43,125
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教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 山岳部春季山行生徒引率旅費支出・清算（3/17～18) 11,697

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全・陸上部　スポーツセンター使用料支出・清算 20,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全・山岳部事故対策費の支出及び精算について 3,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 全・山岳部事故対策費の支出及び精算について 2,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全・山岳部事故対策費の支出及び精算について 5,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育推進委員会（第２回）委員謝礼支出 12,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託の継続支払 1,360,800

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29定時制教科用図書補助金の支出（第２回） 66,630

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,669

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,712

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「学校案内」外1件の印刷 399,168

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出 4,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,681,036

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 体操競技選抜大会事故対策費の支出及び精算について 3,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 体操競技選抜大会事故対策費の支出及び精算について 2,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 体操競技選抜大会事故対策費の支出及び精算について 5,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「ものづくり一般」講座（Ｍ科）における外部講師謝礼 8,351

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室シーツ等クリーニング支出・清算 24,100

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 開放事業運営委員会実施に伴う外部委員謝礼の支出 1,600

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,127,102

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 写真スタジオ照明調光装置点検委託 232,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会（定時制・第１回）委員謝礼の支出 9,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会（定時制・第２回）委員謝礼の支出 6,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会（定時制・第３回）委員謝礼の支出 9,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 光造形機点検委託 135,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育講習会講師謝礼の支出について 37,983

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野球ボール外17点の買入れ 246,200

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 光造形機の修繕 297,000

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外2点の買入れ 96,660

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る支出及び清算 32,678

教育庁 工芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,152,448

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 モーター実験装置の修理 88,560

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定時制課程教科用図書補助金の支出 7,738

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 64,800
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教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 112,320

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 413,809

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度都立高等学校等給付型奨学金の支出 100,000

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の報償費の支出　２月分 54,004

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文集「白堊」外１点の印刷 14,904

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 文集「白堊」外１点の印刷 97,200

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 15,000

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保湿剤外１１点の購入に係る資金前渡について 67,727

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保湿剤外１１点の購入に係る資金前渡について 626

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 保湿剤外１１点の購入に係る資金前渡について 87,674

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 22,000

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 234,060

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,849

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,257

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 職業マナー教室講師謝礼の支出について 83,505

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 全日制　環境講演会講師謝礼の支出 11,900

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第3回全日制学校運営連絡協議会委員謝礼の支出 12,000

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第2回全日制防災教育推進委員会委員謝金の支出 3,000

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制日本語能力アセスメント学力調査員講師謝礼支出 12,661

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ものづくり講座に係る講師謝礼の支出 26,758

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度公開教員研修会に伴う講師謝礼の支出 21,371

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度第2回定時制人権教育教職員研修講師謝礼の支出 24,064

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度第３学期定時制人権学習教室に伴う講師謝礼 12,032

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 950,651

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 グラウンド用白線の購入 14,904

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 解熱鎮痛剤外１５点の購入に係る資金前渡について 36,622

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 都立高校防災サミットに係る特別旅費の支出（確定払） 698

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度進路講話講師謝礼の支出 26,489

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドラフターの修理 66,960

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター外１４点の購入 358,781

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外４点の購入 7,078

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外４点の購入 265,248

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度定時制人権尊重教育推進校研究発表会講師謝礼 12,032

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外３点の印刷 255,960
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教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デュアルシステムパンフレットの印刷 87,696

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 メモリー外１１点の購入 384,274

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校定時制夜食補助金の支出 1,020

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 185,328

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 136,584

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 船舶検査立会手数料及び代行手数料の支出 30,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 146,091

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 12,955

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡 14,330

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 光熱水費 常時必要とする経費に係る資金前渡(光熱水費・部活動) 6,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 77,960

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医報償費 54,004

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼 7,755

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼 7,755

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼 24,816

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼 24,816

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼 37,224

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼 62,040

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 851

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 艇庫利用料の支出 12,500

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券の購入に伴う経費の支出 2,484

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 戸田艇庫利用料の支出及び精算について 23,700

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,864

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 施設使用料の支出 146,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 215,412

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 フィルムの貼付け 152,280

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 フィルムの貼付け 49,680

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 50,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡 2,822

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡 20,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出 63,013

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出 106,092

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 オール輸送代の支出 60,480

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,035
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教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 467,693

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 ボート倉庫設置に伴う完了検査申請手数料の支出 16,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,305

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 257,341

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学校運営連絡協議会開催に伴う協議委員謝礼 18,000

教育庁 日本橋高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度学校開放事業運営委員謝礼金 3,200

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 121,824

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（和太鼓部　1月分） 23,265

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 サッカーボール外1点の買入れ 14,091

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）2月分 11,430

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 141,020

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 150,039

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の資金前渡について 39,550

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外１点の研磨作業委託 41,385

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ＬＡＮ敷設委託 53,136

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（高校吹奏楽部２月分） 18,612

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（高校自律和太鼓部２月分） 23,265

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（高校青少年茶道部２月分） 23,265

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（高校青少年三味線部２月分） 15,510

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 283,934

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノートパソコン外1点の買入れ 265,680

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子レンジ外6点の買入れ 58,663

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子レンジ外6点の買入れ 7,938

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 電子レンジ外6点の買入れ 29,160

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律作業委託 81,000

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 H29 産業医の報償費の支出について（２月分） 63,000

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 人材バンク事業の学習指導員の謝礼金の支出（２月分） 42,750

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書その他筆耕委託の支出について 88,720

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インクの買入れ 232,632

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 213,332

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 用箋挟外11点の買入れ 111,070

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（２月分） 1,082,317

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等購入に伴う資金前渡について 67,900

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券等購入に伴う資金前渡について 57,400

763 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券等購入に伴う資金前渡について 3,500

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,336

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,565

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度進路講演会の謝礼金の支出について 82,500

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 亜鉛外73点の買入れ 294,559

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全国高等学校選抜卓球大会に伴うタクシー料金 24,000

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第４５回全国高等学校選抜卓球大会生徒引率旅費の支出 58,310

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第４５回全国高等学校選抜卓球大会参加旅費の支出 33,020

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成30年度学校案内の翻訳 77,760

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金について(第4回支出） 7,700

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 色鉛筆外10点の買入れ 42,687

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ポンプ外4点の買入れ 45,468

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 202,336

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入学者選抜学力検査問題に係る著作権料の資金前渡 124,200

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券購入に伴う資金前渡について 7,668

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 エチケット袋の買入れ 8,424

教育庁 白鴎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度教室講演会講師謝礼金の支出について 24,064

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 90,288

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処理委託 38,340

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処理委託 41,796

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に要する報償費の2月分支出について 54,004

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に関わる前渡金　3月分 177,859

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に関わる前渡金　3月分 108

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払に関わる前渡金　3月分 3,500

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師(年間任用)に対する報酬2月分の支出 22,782

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 常時必要とする資金に関わる前渡金　3月分 343

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動外部指導員に対する報償費２月分支出 77,550

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インク外1点の購入 113,616

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師「ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ」に係る報償費支出 8,441

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 77,760

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 72,576

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学校運営連絡協議会委員に対する報償費の支出 9,000

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第２回防災教育推進委員会委員に対する報償費の支出 6,000

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武器輸出大国ニッポンでいいのか外78点の購入 9,003
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教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武器輸出大国ニッポンでいいのか外78点の購入 89,382

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 8,300

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 調査書用封筒の印刷 23,760

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,888

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 142,130

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 486,199

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 432,316

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 495,383

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 センター特別指定校成果報告書の印刷 98,280

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チューナーユニットの購入 103,680

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 生活科学科卒業生進路体験講話講師謝礼の支出について 32,868

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会委員謝礼の支出について 1,600

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 酸素ボンベのガス入れ替え 27,054

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 陸上部施設使用料の支払に要する資金前渡及び精算 9,000

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリヤ―ホルダー外11点の購入 89,978

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クリヤ―ホルダー外11点の購入 5,213

教育庁 忍岡高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 手指消毒剤外19点の購入 71,830

教育庁 上野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡について(入学選抜用） 27,000

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律の実施に伴う調律料の資金前渡 27,000

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務委任契約に係る支払 54,004

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡(保健・一般需用費) 59,200

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（交際費） 3,680

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の資金前渡（使用料及賃借料） 3,300

教育庁 上野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 412,637

教育庁 上野高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学習進路指導チューターの報償費の支出について 63,011

教育庁 上野高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に伴う資金前渡について(行事用） 10,800

教育庁 上野高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 91,485

教育庁 上野高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,051

教育庁 上野高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）２月分 15,783

教育庁 上野高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 英語教材の購入に伴う資金前渡（TEEP） 28,070

教育庁 上野高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 263,255

教育庁 上野高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 299,160

教育庁 上野高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 直定規外24点の購入 158,049

教育庁 上野高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 直定規外24点の購入 24,624

765 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 上野高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 直定規外24点の購入 50,738

教育庁 上野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第２学年校外学習実施に伴う引率者入場料 3,360

教育庁 上野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第２学年校外学習の実施に伴う引率者入場料の追給 840

教育庁 上野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,754

教育庁 上野高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 コーナーポイント外７点の購入 15,000

教育庁 上野高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 コーナーポイント外７点の購入 97,350

教育庁 上野高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 コーナーポイント外７点の購入 32,100

教育庁 上野高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 868,812

教育庁 上野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 英語科特別教室整備に係る消耗品購入 3,990

教育庁 上野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 英語科特別教室整備に係る消耗品購入 11,002

教育庁 上野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 33,649

教育庁 上野高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生のために外１点の印刷 175,122

教育庁 上野高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 サンプラー外１点の購入 52,272

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 横断幕の購入 51,840

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医に係る報償費の支出（１月分） 54,004

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油購入代金の支出について 2,200

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 松葉杖外37点の購入 113,243

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 計量器検査料金の支出について 11,340

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 同和教育「であい」の購入代金の支出 28,800

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（役務費）3月分 18,337

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）3月分 112,792

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動指導に係る報償費（青少年・２月） 85,306

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 在京外国人生徒募集に伴う通訳に係る報償費 5,041

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導に伴う報償費（自律・２月分） 7,755

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導に伴う報償費（自律・２月分） 7,755

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制構築事業に伴う報償費支出 38,388

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 日本語指導に伴う報償費の支出（地域教育支援部予算） 17,061

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導に伴う報償費の支出（指導部・２月分） 211,714

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 日本語指導に伴う報償費の支出（自律・２月分） 30,246

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２８年度　産業医に係る報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導に伴う報償費（自律・２月分） 27,143

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ障害者理解講座に係る講師謝礼支出 13,806

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,353

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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教育庁 竹台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 403,785

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度学校運営連絡協議会実施に伴う報償費支出 9,000

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 354,475

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導に伴う報償費の支出（指導部・２月分） 5,041

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「同和教育ニュース」の購入代金の支出 36,000

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 270,616

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コック外2点の購入 52,110

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 全校人権教育講演会に係る講師謝礼の支出 10,000

教育庁 竹台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校生活の手引の印刷 113,400

教育庁 足立高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 高等学校入学者選抜に伴う郵便料金 30,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

水泳部短水路記録会参加費の支出 8,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

29年度東京都立高等学校定時制夜食費補助金の支出 53,040

教育庁 足立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読料の支出及び精算（3月分） 4,142

教育庁 足立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 111,569

教育庁 足立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 382,274

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自主学習支援事業指導員に対する謝礼の支出 41,488

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費の支出及び精算について（3月分） 5,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 67,457

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 5,550

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 18,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 46,076

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 1,296

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食保存食及び保存食材に係る経費（3月分） 14,390

教育庁 足立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務委任契約に基づく報償費（2月分） 54,004

教育庁 足立高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立足立高等学校定時制課程学校給食調理業務委託 873,849

教育庁 足立高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 旅費確定払いの支出について 1,214

教育庁 足立高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 343,684

教育庁 足立高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内印刷 86,400

教育庁 足立高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,523

教育庁 足立高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 777,289

教育庁 足立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制学校運営連絡協議会委員に対する報償費 12,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出（囲碁部） 7,184

教育庁 足立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自主学習支援事業指導員に対する報償費 30,175

教育庁 足立高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度東京都立高等学校定時制教科用図書補助金の支出 96,349
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教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第3回定時制学校運営連絡協議会委員に対する報償費 3,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費（吹奏楽部2月分） 14,367

教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費（吹奏楽部3月分） 21,550

教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入 120,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券代の支出について 7,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油購入代金の支出について 4,000

教育庁 足立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全日制1学年校外学習実地踏査旅費の支出について 12,868

教育庁 足立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度東京都立高等学校定時制教科用図書補助金の支出 132,806

教育庁 足立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月-2） 38,960

教育庁 足立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月-2） 25,304

教育庁 足立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度給付型奨学金振込手数料の支出及び精算 29,160

教育庁 江北高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存食材の購入代金（３月分） 17,115

教育庁 江北高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平昌五輪総集編の購入に係る支出及び精算について 9,600

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 常時必要とする費用（交際費）に係る前渡金の支出 9,690

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費）３月分 57,296

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需・新聞）３月分 23,388

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需・保健）３月分 41,082

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需・給食）３月分 17,995

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度常時必要とする費用（代替施設借用）前渡金 63,900

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（給食　役務） 3,000

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（保健　役務） 2,648

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費） 52,205

教育庁 江北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任の代金継続支払 54,004

教育庁 江北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に係る報償費支出（日本の伝統文化） 21,551

教育庁 江北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会外部委員の謝礼支払 3,000

教育庁 江北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 73,451

教育庁 江北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 159,750

教育庁 江北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に伴う経費の支出及び精算について 7,200

教育庁 江北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（使用料） 11,400

教育庁 江北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 進学指導重点校等における外部人材に係る報償費支出 105,596

教育庁 江北高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 7,015

教育庁 江北高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 107,328

教育庁 江北高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外６点の筆耕 116,812

教育庁 江北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間）課程学校給食調理業務委託 744,768
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教育庁 江北高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出について（自律予算） 51,855

教育庁 江北高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 51,840

教育庁 江北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 44,300

教育庁 江北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 対物レンズの購入に係る支出及び精算について 37,908

教育庁 江北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 裁ちばさみの刃研ぎについて 35,154

教育庁 江北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 262,014

教育庁 江北高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 授業評価・生徒意識ｱﾝｹｰﾄ集計結果分析に係る業務委託 99,203

教育庁 江北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生の手引きの印刷 177,120

教育庁 江北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,265

教育庁 江北高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 984,238

教育庁 江北高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等被災生徒支援給付金の支出 68,354

教育庁 江北高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費） 40,020

教育庁 江北高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業に係る報償費支払 14,008

教育庁 江北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制第２学年大学模擬授業に係る講師謝礼支払 86,200

教育庁 江北高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＴＡＩＭＳ端末の修繕 236,817

教育庁 江北高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室クリーニング代の支払 15,876

教育庁 江北高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室クリーニング代の支払 432

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 96,336

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度少額支払案件（３月分） 5,000

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（３月分） 51,886

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件（３月分） 15,000

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（３月分） 22,736

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度少額支払案件（３月分） 12,000

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度少額支払案件（３月分） 60,000

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 平成29年度少額支払案件（３月分） 7,100

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 丁合機、製本機等の借入れ（２月分） 24,192

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育体制等構築事業講師の謝礼（１２月分） 204,120

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育体制等構築事業講師の謝礼（１月分） 19,800

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼１月分（華道部　自律） 3,878

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼２月分（華道部　自律） 3,877

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼12月分（野球部　青少年） 12,408

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼1月分（野球部　青少年） 12,408

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼2月分（野球部　青少年） 12,408

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼２月分（茶道部　青少年） 23,265
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教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導講師の報償費２月分（支出） 15,123

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度日本語指導講師の報償費２月分（支出） 12,601

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医雇上げに伴う報償費（２月分） 54,004

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について（２月分） 435,998

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡の買入れ 344,304

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,527

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入(概算契約) 11,918

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 54,294

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,319

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼2月分（和太鼓部　指導部予算） 31,020

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動に伴う外部指導員謝礼３月分（華道部　自律） 3,878

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の買入れ 97,300

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（３月分） 80,000

教育庁 淵江高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（３月分） 6,840

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕 100,083

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　管理）一需3月 22,776

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡　自律）役務3月 20,000

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　自律）一需3月 158,000

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報償費の支出について（２月分） 54,004

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化発信に係る指導員報償費（茶道・２月） 12,408

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動報償費の支出(茶道部・２月分) 15,510

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動報償費の支出(陸上部・２月分) 9,694

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制土曜教育推進員報償費（２月分） 51,183

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化発信に係る指導員報償費(かるた・2月) 8,979

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 148,184

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 101,903

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化発信に係る指導員報償費(かるた・２月) 9,694

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,299

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書フォルダーの購入 153,430

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動報償費の支出(陸上部・３月分) 4,847

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 69,126

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ワークショップ講師に対する報償費の支出について 75,000

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員報償費の支出（第３回） 6,000

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,330
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教育庁 足立西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 換気扇の購入 354,240

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡　自律）役務3月 31,417

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 589,818

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 セーフティ教室講演会講師に係る報償費の支出 24,064

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック教育に係る講演会講師報償費の支出 33,402

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分 129,600

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分 191,878

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インターンシップ報告集ほか１点の印刷 120,204

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 演台ほか４点の購入 382,968

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出について（１２～１月分） 81,892

教育庁 足立西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　管理）一需3月 24,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 裁断機替刃外30点の買入れ 155,929

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡及び精算について 120,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金 113,991

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金 34,570

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度複数の少額支払案件に係る前渡金 23,760

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金 5,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金 17,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 外部指導員の支払について 8,620

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業の外部指導員の支払 14,367

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機外4点の買入れ 104,004

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員会謝礼金の支出 1,600

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務(産業医)の支払いについて 54,004

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校設定科目・教科の開発・研究に係る謝礼の支出 73,360

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度健康教室に伴う講師謝礼金の支出について 36,096

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,768

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,413

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に伴う付帯設備使用料の支出 55,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁及びはさみの研磨委託 35,866

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度複数の少額支払案件に係る前渡金 10,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡及び精算について 32,000

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 457,675

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 480

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 244,418
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教育庁 足立東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 84,241

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 傘立て外4点の買入れ 236,163

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トイレ消臭剤3件外16件の買入れ 94,327

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トイレ消臭剤3件外16件の買入れ 8,791

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンのクリーニング 196,045

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バドミントン用ガット外10点の買入れ 207,900

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 試験管立て外21点の買入れ 225,460

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「新日本古典文学大系93」外62件の買入れ 87,597

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「新日本古典文学大系93」外62件の買入れ 9,331

教育庁 足立東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍「新日本古典文学大系93」外62件の買入れ 38,508

教育庁 青井高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 下駄箱用スライド丁番の買入れ 162,000

教育庁 青井高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 下駄箱用スライド丁番の買入れ 75,600

教育庁 青井高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れに係る支出及び精算 1,548

教育庁 青井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡(3月分) 25,017

教育庁 青井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡(3月分) 22,086

教育庁 青井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡(3月分) 1,812

教育庁 青井高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡(3月分) 8,180

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝金継続支払(筝曲部・2月分) 7,755

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29校内寺子屋事業指導員謝金の継続支払い（2月分） 38,389

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導員謝金継続支払(2月分) 15,123

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29産業医の契約に係る報酬の継続支払い(2月分) 54,004

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29部活動指導員謝金継続支払い（吹奏楽部・2月分） 6,204

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 121,603

教育庁 青井高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 228,444

教育庁 青井高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続委託（2月分） 6,480

教育庁 青井高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支払（1月分） 52,638

教育庁 青井高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 非常ドア錠前の買入れに係る支出及び精算 50,058

教育庁 青井高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて(2月分) 394,758

教育庁 青井高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

教育庁 青井高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の支払（2月分） 22,256

教育庁 青井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,082

教育庁 青井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,727

教育庁 青井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,309

教育庁 青井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,345
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教育庁 青井高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,276

教育庁 青井高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝金継続支払(茶道部・2月分) 7,755

教育庁 青井高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝金継続支払(華道部・2月分) 7,755

教育庁 青井高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分）② 23,474

教育庁 青井高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分）② 27,226

教育庁 青井高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「化学と教育」の買入れ 9,000

教育庁 青井高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝金継続支払(筝曲部・3月分) 7,755

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 116,100

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計の購入 122,472

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 101,512

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 475,961

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　第三回学校運営連絡協議会謝礼の支出 9,000

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 カバディ講座短期市民講師謝礼の支出について 82,010

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（２月） 23,265

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 57,504

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 17,474

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 3,893

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（２月） 44,204

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外５件の筆耕 82,836

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 粗大ゴミ収集運搬処分委託 21,600

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 粗大ゴミ収集運搬処分委託 27,000

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 化学モップの借入れ（21-22回） 9,072

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 体育館床清掃委託 198,000

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度 産業廃棄物収集運搬処分委託（2月分） 4,147

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度 産業廃棄物収集運搬処分委託（2月分） 15,552

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部校外活動に伴う荷物運搬経費の支出 41,040

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について（２月分） 468,775

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度全国相撲高等学校相撲選抜大会引率旅費の 46,300

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成２９年全国高等学校相撲大会生徒特別旅費の支出 55,320

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に伴う施設使用料の支出 47,175

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,857

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,329

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 34,703

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 47,666
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教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,136

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（２月） 58,551

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 トイレ小便器外コーティング委託 177,120

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 送風機外3点の修理 130,572

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外２点の購入 34,194

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外２点の購入 10,722

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 陸上部強化練習に伴うバスの借り上げ 122,780

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出について（３月） 38,000

教育庁 足立新田高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 378,422

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29産業医の報酬の支出（２月分） 54,004

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出（重点配付）　２月分 7,755

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出（自律）　２月分 20,163

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の委員に対する報償費の支出 6,000

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平29ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育に係る講演会報償費の支出 16,701

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業式生花の購入に係る資金前渡及び精算 30,000

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（２月分） 126,676

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 6,703

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 校内インターネット修繕に係る資金前渡及び精算 16,200

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕委託（単価契約） 139,320

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及精算 3,500

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及精算 3,280

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及精算 31,000

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 HIDランプの購入に係る資金前渡及び精算 127,440

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,415

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクジェットプリンタ外１点の購入 112,860

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,723,554

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,167,546

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度課題研究ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ講師に対する報償費支出 21,370

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生懇談会に係る講演会講師報償費の支払 67,340

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ講習会に係る講師報償費の支払 483

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 演奏会会場使用にかかる経費の資金前渡及精算 88,000

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 クリーニングにかかる経費の資金前渡及び精算 90,720

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 クリーニングにかかる経費の資金前渡及び精算 14,526

774 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,093,791

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年　度業医業務委任契約 報償費(２月分） 54,004

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度保存食等の支出について（３月分） 14,528

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る前渡金の支出（３月分） 160,785

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る前渡金の支出（３月分） 8,574

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額支払に係る前渡金の支出（３月分） 5,000

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払に係る前渡金の支出（３月分） 2,000

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 定期雑誌の購入　２月分 28,198

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃薬品収集運搬処分委託 21,600

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃薬品収集運搬処分委託 21,600

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 キャレルデスクの購入 198,720

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 キャレルデスクの購入 198,720

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 蓋付バケツ外25件の購入 178,740

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 蓋付バケツ外25件の購入 143,737

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 アコーディオンつい立て外１点の購入 92,340

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立浅草高校外2校定時制課程給食調理業務委託2月分 2,592,000

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,258

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,437

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 273,797

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 48,300

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 グループエンカウンター実施に伴う講師謝礼（３月分） 274,671

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払に係る前渡金（３月分） 229,440

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に伴う支出及び精算について 24,600

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,136,481

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ポリバケツ外１５点の購入 133,358

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シェルフカバー外７点の購入 246,078

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 6,053

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制・通信制課程教科用図書の支出第2回 38,015

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,674,564

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 成績郵送代に伴う支出及び精算について 55,350

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員 報酬の支出（第３回） 3,000

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員に係る報酬の支出について 1,600

教育庁 浅草高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 角ハンガー外３点の購入 37,239
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教育庁 浅草高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 枕カバ－外４点のクリ－ニング 7,960

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る費用の支出及び精算について 25,920

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制課程教科用図書補助金 3,060

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル式身長計の購入費用の支出及び精算について 61,236

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(使用料３月分) 3,000

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(役務費３月分) 8,920

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 185,814

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任の継続支払 54,004

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年を育てる課外活動の支出（２月分） 15,510

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 寺子屋指導員に対する報償費の支出（２月分） 12,798

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に対する報償費の支出（２月分） 300,701

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（定時制修学旅行実地踏査） 41,480

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の継続支払について（１月分） 41,698

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学検査に伴う成績一覧表等発送費用等の支出及び精算 26,000

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学者選抜実施に係る費用の支出及び精算 13,681

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 校内寺子屋事業に伴う費用の支出及び精算について 22,011

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業制作パネルの印刷 119,880

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制部活動(水泳部)練習に伴う施設使用料の支出 12,500

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制課程修学旅行補助金の支出 5,000

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制課程教科用図書補助金の支出 3,060

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ミーティングチェアの購入費用の支出及び精算について 65,997

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 137,209

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の継続支払について（２月分） 22,256

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年を育てる課外活動の支出（３月分） 15,510

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ウェットティッシュ外５点の購入費用の支出及び精算 8,272

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,053

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ウッドホワイトボードの購入費用の支出及び精算 810

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,995

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,712

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 752,845

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出（全日制修学旅行実地踏査） 139,060

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制修学旅行実地踏査に伴う貸切タクシー代の支出 25,940

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室寝具クリーニングの支出及び精算について 19,472

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室寝具クリーニングの支出及び精算について 518
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教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制いじめ防止教室の講師報償費の支出について 13,400

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入費用の支出及び精算について 80,200

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 163,534

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 模擬実践書式外13点の買入れ 67,392

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 カーテンの購入費用の支出及び精算について 15,120

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 解熱鎮痛剤外２点の購入費用の支出及び精算について 5,097

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 コードリールの購入費用の支出及び精算について 5,319

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

定時制課程夜食費補助金の支出 540

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度ものづくり人材育成講師謝礼（木材加工）2月分 17,449

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 150,000

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務委託契約の継続支払(2月分） 54,004

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備　3月分 5,250

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読の係る継続支払について（２月分） 28,949

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業講師謝礼（全日制・華道部） 23,265

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドラフターの修理 256,932

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼金の支出（剣道部）2月分 18,612

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員（華道部）2月分謝礼 7,755

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続回線契約 2,700

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学術賞外3点の印刷 56,160

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 102,816

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 武道場改修工事に伴う物品運搬 217,080

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 床清掃委託 71,388

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ＴＡＩＭＳ用ＬＡＮ移設 70,200

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 95,814

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定トレーニング部ボルダリングに伴う施設使用料 4,320

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制建築研究部　建築見学会に伴う入場料 2,000

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 538,297

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,258,859

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 パーソナルコンピューター保守点検委託 177,120

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 モップ外1点のクリーニング 202,608

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防水塗料外４点の購入 43,524

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 防水塗料外４点の購入 3,304

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,994

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,889,728
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教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 体力気力鍛錬道場外部講師謝礼（全日制・建築研究部） 62,040

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ベッドマットレス外８点クリーニングについて 27,216

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 工業教育の購読 4,536

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「定時制卒業生講話」実施に伴う講師謝礼の支出 8,441

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 全日制・ものづくり講演会講師謝礼の支出について 109,277

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制・進路ガイダンス実施に伴う講師謝礼の支出 99,674

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子の修理 73,332

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドラフターの修理 270,000

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼金の支出（全・建築研究部） 37,224

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士巡回相談事業に伴う報償費の支出 46,530

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 エコレインマットの買入れ 67,003

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読の係る継続支払について（３月分） 25,107

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ダンス部部活動指導員への謝礼金の支払い(体力気力） 31,505

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ダンス部部活動指導員への謝礼金の支払い(振興予算) 4,847

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の支出について（3月分） 273,520

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額案件に係る前渡金の支出について（3月分） 24,690

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額案件に係る前渡金の支出について（3月分） 8,584

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 薬品収集運搬処分委託 208,656

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 薬品収集運搬処分委託 32,400

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）委託業務に係る報償費の支出 54,004

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業指導員への謝礼の支払い 20,163

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制学校運営連絡協議会開催に伴う報償費の支出 12,000

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ラグビー部部活動指導員への謝礼金の支払い(青少年) 18,612

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ラグビー部部活動指導員への謝礼の支払(自律・２月) 15,510

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 55,436

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制卒業式におけるピアノ伴奏に対する報償費の支出 4,670

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 210,008

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の払込み 1,092,489

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 グループエンカウンター講習会における報償費の支出 32,056

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業指導員への謝礼の支払い 12,602

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ダンス部部活動指導員への謝礼金の支払い（振興予算） 29,082

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ダンス部部活動指導員への謝礼金の支払い（体力気力） 38,776

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,302

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 切手購入に伴う支出及び精算について 59,500
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教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 449,819

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 捺印用マット外24件の購入 106,559

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額案件に係る前渡金の支出について（3月分） 50,000

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ダンス部部活動指導員への謝礼金の支払い（３月分） 4,847

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制食育講座の実施に伴う報償費の支出 6,263

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 羽毛布団外８件のクリーニング代金の支出 14,649

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 羽毛布団外８件のクリーニング代金の支出 27,000

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 金属顕微鏡の修理 108,000

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金　自律）役務費 111,216

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金　自律）使用料及賃借料 10,000

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　管理）一般需用費 24,416

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理（産業医）業務の継続支払について 54,004

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　自律）一般需用費 48,910

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外５件の筆耕 67,327

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 585,708

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 3Dプリンタ用樹脂の購入 200,880

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習指導の充実に向けた事業に係る講師謝礼の支出 42,654

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 小型ボックス炉の修理 182,520

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 硬さ試験機（ロックウェル・ビッカース）の修理 261,360

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 硬さ試験機（ショア・ブリネル）の修理 385,560

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 駐輪場・駐車場ライン引き作業委託 124,016

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　管理）一般需用費 39,972

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金　自律）使用料及賃借料 5,750

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 117,748

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について（2月分） 943,372

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部)謝礼の追加予算分支払 34,122

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,763

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラーセンサー外1点の購入 69,984

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スポットエアコン外1点の購入 319,788

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鉄板の購入 115,862

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度企業見学の実施に係る講師謝礼の支出 24,064

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 製図台（214製図室）の保守点検委託 245,052

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 製図台（211パソコン室）の保守点検委託 284,256

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 フライス盤外２件の保守点検委託 371,520
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教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ガス集合装置保守点検 187,250

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 電気溶解炉外２件の保守点検委託 183,600

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員（陸上競技部）謝礼の追加予算分の支出 49,632

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育推進委員会委員謝礼の支出 9,000

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡　自律）一般需用費 50,926

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習指導の充実に向けた事業に係る講師謝礼の支出 25,593

教育庁 足立工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 硫黄外38点の購入 200,631

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員（バドミントン部）に対する謝金(１月分) 13,469

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 107,987

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（３月分） 4,740

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡に要する資金 6,029

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の謝金の支出（２月分） 54,004

教育庁 両国高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 両国高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる外部指導員への謝金の支出（２月分） 28,733

教育庁 両国高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材学習支援事業への謝金の支出（２月分） 20,359

教育庁 両国高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員（バドミントン部）に対する謝金(２月分) 22,448

教育庁 両国高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 87,450

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 79,254

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 暖房機器レンタル 22,680

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 暖房機器レンタル 43,200

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 暖房機器レンタル 84,672

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 暖房機器レンタル 8,640

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 暖房機器レンタル 21,168

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 47,520

教育庁 両国高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 英語教育推進校における外部検定受験費用の支出 252,720

教育庁 両国高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬処理委託 21,600

教育庁 両国高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃棄物収集運搬処理委託 20,952

教育庁 両国高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトの買入れ 100,872

教育庁 両国高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞教室（１学年）会場使用料の支出について 95,000

教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第２学年修学旅行生徒引率旅費の支出及び精算について 658,950

教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行実施に伴う携帯電話代及び拝観料等の支出 16,000

教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実施に伴う携帯電話代及び拝観料等の支出 24,540

教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実施に伴う事故対策費の支出 20,000

教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 修学旅行実施に伴う事故対策費の支出 10,000
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教育庁 両国高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実施に伴う拝観料の支出 12,630

教育庁 両国高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,240

教育庁 両国高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 43,415

教育庁 両国高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,321,388

教育庁 両国高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウィルス対策ソフトの買入れ 75,600

教育庁 両国高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,259,196

教育庁 両国高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 857,895

教育庁 両国高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 包帯外の買入れ 36,622

教育庁 両国高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 プロジェクター外の買入れ 299,160

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 つい立て外2点の購入に係る費用の資金前渡及び精算 20,077

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部活動実施に伴う練習会場使用料の支出について 8,600

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 ベッドパッド外4点の洗濯に係る費用の資金前渡 14,688

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 123,066

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,761

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出（３月分） 209,957

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出について 40,262

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出について（３月分） 17,348

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度都立学校産業医の委任契約に係る支出 54,004

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 入学者選抜（推薦）試験問題のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載経費の支出 12,000

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部活動に伴う練習会場料の支出について 28,800

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外８点の購入に係る費用の資金前渡 66,290

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 小型拡声器の購入に係る費用の資金前渡及び精算 9,300

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 裁断機の刃研磨に係る費用の資金前渡及び精算 14,040

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 軍手外2点の購入に係る費用の資金前渡及び精算 5,157

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 158,500

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度入学者選抜学力検査自校作成問題等の印刷 748,440

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出について 12,022

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 音楽部活動に伴う施設使用料の支出について 141,660

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度受験報告会講師謝礼金の支出及び精算 16,700

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,147

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,156

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 148,853

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,008,802

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 楽器の修理 60,794
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教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議員謝礼金（第３回） 18,000

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 プレゼンテーションマウスの購入に係る費用の資金前渡 39,920

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部活動に伴う施設使用料の支出について 34,200

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクルに係る費用の資金前渡及び精算について 3,672

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 家電リサイクルに係る費用の資金前渡及び精算について 80

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ポスターカラーマーカーの購入に係る費用の資金前渡 6,129

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 884,611

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入費用の資金前渡及び精算について 51,400

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プラスチックばね外３点の購入 50,004

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 プラスチックばね外３点の購入 170,640

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外４点の筆耕 125,809

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書授与式次第の印刷 59,400

教育庁 墨田川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成３０年度体育祭実施に伴う練習会場使用料の支出 11,880

教育庁 本所高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会委員への謝礼金の支出 3,200

教育庁 本所高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 給付型奨学金事後現金給付における振込手数料の支出 660

教育庁 本所高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医への報償費の支出 54,004

教育庁 本所高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習指導・進路指導チューターへの報償費の支出 16,286

教育庁 本所高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出（筝曲部　青少年） 7,755

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算（役務費） 3,500

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(使用料） 6,400

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(役務費） 39,490

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(一般需用費） 68,319

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(交際費） 4,470

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(一般需用費） 20,000

教育庁 本所高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算（一般需用費） 23,000

教育庁 本所高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出（自律経営推進予算・ﾀﾞﾝｽ） 24,816

教育庁 本所高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 114,680

教育庁 本所高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 戸田艇庫利用料の支払について(平成３０年度前期分) 65,180

教育庁 本所高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習指導・進路指導チューターへの報償費の支出 7,125

教育庁 本所高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路別座談会実施に伴う講師への謝礼金の支出 61,400

教育庁 本所高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 英語力養成宿泊研修生徒引率に伴う旅費の支出 105,766

教育庁 本所高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(使用料） 15,079

教育庁 本所高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(役務費） 44,422

教育庁 本所高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の支出及び精算(一般需用費） 161,212
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教育庁 本所高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,593

教育庁 本所高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 582,282

教育庁 本所高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　被災生徒支援給付金の支出について 16,559

教育庁 本所高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,821

教育庁 本所高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 787,074

教育庁 本所高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 518,481

教育庁 本所高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書及び賞状の筆耕 77,220

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 赤本の購入 86,252

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウムの購入 194,400

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 塩化ストロンチウム外１４点の購入 149,472

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化ストロンチウム外１４点の購入 32,022

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律代金の支出及び精算について 56,160

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費・管理） 20,724

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費・保健） 52,899

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費・自律） 161,247

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動外部指導員報償費の支出(和太鼓部) 5,747

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 425,078

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 160,088

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業式に係るストーブ借用料金の支出及び精算について 41,472

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理（産業医）報償費継続支払 54,004

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動指導員報償費（サッカー部)の支出 34,480

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 特別補修引率に伴うプール入場料の支出及び精算 1,800

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員報償費の支出（吹奏楽） 11,224

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員（野球部）報償費の支出 13,469

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員（茶道部）報償費の支出 7,184

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の支出及び精算について 48,200

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 放課後理数質問教室（理数セミナー）講師報償費の支出 8,262

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 遠征（バドミントン部）生徒引率旅費の支出及び精算 25,328

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 8,587

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新入生説明会に係るストーブ借用料金の支出及び精算 41,472

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 放課後理数質問教室（理数セミナー）講師報償費の支出 41,306

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,779

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学校運営連絡協議会開催に伴う委員謝礼金の支出 21,000

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡（一般需用費・自律） 147,000
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教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 336,673

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 レターパックプラス購入代金の支出及び精算について 15,300

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に対する謝礼（全、サッカー部） 46,530

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に対する謝礼（全・サッカー部） 15,510

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブランケット外１７点の購入 159,220

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ブランケット外１７点の購入 13,996

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ブランケット外１７点の購入 17,569

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 ブランケット外１７点の購入 35,726

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費資金前渡（自律役務） 6,860

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（保健一需） 5,844

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（管理一需） 22,825

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（光熱水費） 9,504

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託に伴う報償費　2月分 54,004

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業報償費（2月分） 15,510

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件経費の資金前渡　自律一需3月 71,996

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業報償費（2月分） 42,653

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業報償費（全、2月分） 95,779

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業報償費（定、2月分） 196,936

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金　２月分 760,647

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制教科用図書補助金の支出（第１回） 5,513

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に対する謝礼（全・ｻｯｶｰ部2月分） 49,632

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生のしおり印刷 189,756

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「例解学習国語辞典」外１２点の購入 73,995

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 定2年「同和教育講演会」実施に伴う講師謝礼の支出 16,701

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件経費の資金前渡　自律一需3月 163,585

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 在京外国人入学予定者の書類提出時における通訳謝礼 26,937

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,421

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会（定時制第3回）協議委員謝礼 9,000

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 116,251

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 都立高校防災サミット、合同防災キャンプ参加生徒旅費 330

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「はしかの脅威と驚異」外89件の購入 153,904

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育講演会実施に伴う講師謝礼（定 36,096

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 188,914

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費資金前渡（自律役務） 41,578
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教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外２８件の購入 369,482

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 報償費 在京外国人の新入生説明会実施に伴う通訳に対する謝礼 55,407

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 308,760

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 140,669

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 80,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 10,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備 10,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出について 23,265

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員謝礼の支出について 9,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員謝礼の支払いについて 3,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業講師謝礼 24,429

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外4点の筆耕 64,530

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出 39,020

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出について 82,397

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務管理委託代金(30年2月分) 54,004

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱コンクール審査員謝礼の支出について 50,103

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 865,314

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出について 113,417

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化の良さを発信する能力等の育成事業謝礼 115,561

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,680

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 クリーニング委託 196,798

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 クリーニング委託 9,644

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 662,786

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る前渡金の準備 39,692

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る前渡金の準備 70,000

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る前渡金の準備 42,790

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬処理委託 73,980

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃棄物収集運搬処理委託 80,244

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計の買入れ 116,640

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都高等学校等被災生徒給付金の支出 26,116

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 東京都給付型奨学金の支払に係る振込手数料の支出 21,648

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼について 46,046

教育庁 深川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の支払いについて（２月分） 54,004

教育庁 深川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出について（野球部） 6,204
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教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 127,575

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 122,191

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出及び精算について 178,000

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の支出及び精算について 22,703

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件の支出及び精算について 138

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件の支出及び精算について 8,600

教育庁 深川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,158,711

教育庁 深川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　工業用下水道料金の支出（1月分） 139,093

教育庁 深川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第１学年校外学習（戦跡めぐり）に係る謝礼の支出 18,600

教育庁 深川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員の謝礼の支出について（２月分） 78,132

教育庁 深川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出及び精算について 95,874

教育庁 深川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用水道料金の支出（２月分） 15,642

教育庁 深川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,576

教育庁 深川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 中国通訳における報償費の支出について（２月分） 58,163

教育庁 深川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,883

教育庁 深川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 814,510

教育庁 深川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 女子剣道部春季合宿引率旅費の支出について 56,364

教育庁 東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 488,621

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 23,388

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 54,411

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 18,252

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 20,000

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 1,422

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 1,077

教育庁 東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便切手購入に伴う資金前渡の支出及び精算について 24,000

教育庁 東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律の支出及び精算について 41,040

教育庁 東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動に係る指導員の謝礼（茶道部） 23,265

教育庁 東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 クラブ指導員への謝礼（バドミントン部） 4,847

教育庁 東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 クラブ指導員への謝礼の支出について（手話部） 7,755

教育庁 東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員の報償費の支出（３月分） 9,000

教育庁 東高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 133,280

教育庁 東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業式に伴う利用暖房器具の借入れの支出及び精算 97,173

教育庁 東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業式に伴う利用暖房器具の借入れの支出及び精算 16,200

教育庁 東高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル体重計の買入れ 56,916
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教育庁 東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任にかかる継続支出 54,004

教育庁 東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動に係る指導員の謝礼（弓道部） 15,510

教育庁 東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 クラブ指導員への謝礼の支出（弓道部） 38,775

教育庁 東高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 633,032

教育庁 東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱コンクール開催に伴う器具使用料の支出及び精算 50,000

教育庁 東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,823

教育庁 東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 高校弓道競技強化事業に伴う引率旅費の支出 59,327

教育庁 東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 732,587

教育庁 東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分）２ 20,374

教育庁 東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分）２ 5,266

教育庁 東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 127,972

教育庁 東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 弁償による見舞金の支出及び精算について 15,210

教育庁 東高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分）３ 3,261

教育庁 城東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実踏に伴うﾀｸｼｰ雇上料金等の資金前渡及び精算 41,790

教育庁 城東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行実踏に伴うﾀｸｼｰ雇上料金等の資金前渡及び精算 1,000

教育庁 城東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について(修旅実踏) 99,622

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 135,676

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務委託にかかる経費の支払い 54,004

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 4,037

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 637

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 17,644

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 37,836

教育庁 城東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 21,260

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬及び保管業務委託 48,600

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

陸上競技部大会参加費の資金前渡及び精算について 11,200

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

陸上競技部大会参加費の資金前渡及び精算について 24,800

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

陸上競技部大会参加費の資金前渡及び精算について 39,600

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 なぎなた部施設利用料金の資金前渡及び精算について 80,000

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 テニス部施設利用料金の資金前渡及び精算について 73,980

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(野球部) 46,530

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(陸上部) 38,775

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(茶道部) 23,265

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(サッカー部) 31,020

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(女子テニス部) 7,271

787 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援員報償費の支出について(２月分) 12,216

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(硬式テニス部) 12,408

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(男子テニス部) 27,918

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(女子バスケ部) 12,408

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(筝曲部) 3,878

教育庁 城東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(筝曲部) 3,878

教育庁 城東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業式実施に伴う施設利用料金の資金前渡及び精算 366,430

教育庁 城東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,387,182

教育庁 城東高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 広報誌「緑道」の印刷 66,420

教育庁 城東高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学校運営連絡協議会委員謝礼の支出について 15,000

教育庁 城東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱ｺﾝｸｰﾙ実施に伴う施設使用料金の資金前渡及び精算 210,820

教育庁 城東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 合唱ｺﾝｸｰﾙ実施に伴う楽器運搬代金の資金前渡及び精算 41,960

教育庁 城東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出について(修旅実踏追給分) 520

教育庁 城東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 テニス部施設利用料金の資金前渡及び精算について 128,220

教育庁 城東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について(男子ﾊﾞﾚｰ部) 16,964

教育庁 城東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 35,440

教育庁 城東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 授業評価ｱﾝｹｰﾄ集計結果分析及改善課題の抽出業務委託 199,800

教育庁 城東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部施設利用料金の資金前渡及び精算 37,950

教育庁 城東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,726

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について(なぎなた部) 47,550

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について(なぎなた部) 29,580

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について(なぎなた部) 160,320

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部施設利用料金の資金前渡及び精算について 43,200

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱コンクール審査員報償費の支出について 68,343

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 体育館施設利用料金の資金前渡及び精算について 194,400

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部施設利用料金の資金前渡及び精算について 202,400

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 24,770

教育庁 城東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,765

教育庁 城東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「紀要第36号」の印刷 105,516

教育庁 城東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出及び精算について(野球部遠征) 11,200

教育庁 城東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新入生説明会実施に伴う施設利用料金の資金前渡及精算 163,300

教育庁 城東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 26,000

教育庁 城東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算について 30,582

教育庁 城東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内研修会講師謝礼金の支出について 24,064
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教育庁 城東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出（第4回） 28,106

教育庁 城東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ部楽器運搬ﾄﾗｯｸ雇上代金の資金前渡及び精算 48,600

教育庁 城東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ部楽器運搬ﾄﾗｯｸ雇上代金の資金前渡及び精算 2,000

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支出について 49,831

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出 137,988

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 63,083

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 25,436

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 41,440

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 3,380

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度常時必要とする資金に係る資金前渡について 720

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 川砂外1件の買入れ 136,080

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ特別強化校に係る外部指導員謝礼の支出 49,632

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業の外部指導員謝礼支出 54,285

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出(剣道・書道・合唱・邦楽) 56,612

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 68,040

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃液・廃薬品成分分析及び収集運搬・処分委託 16,200

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃液・廃薬品成分分析及び収集運搬・処分委託 32,400

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）業務委託（２月分） 54,004

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校管理下における損害に対する支出及び精算について 39,528

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 98,560

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の支出について 12,117

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出(硬式テニス部) 9,883

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出(硬式テニス部) 2,500

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,820

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高等学校選抜ボート大会引率に伴う旅費の支出 59,620

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 全国高等学校選抜ボート大会参加に伴う旅費の支出 60,000

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼の支出(バドミントン部) 17,185

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,229

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路講演会実施に伴う講師謝礼の支出 15,700

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 93,277

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 43,349

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 665,837

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 部活動夏合宿に伴う施設使用料の支出及び精算について 17,280

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 サッカー部春合宿生徒引率に伴う旅費の支出 81,816

789 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 245,694

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 120,592

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ特別強化校に係る外部指導員謝礼の支出 74,448

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支出について 61,344

教育庁 小松川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放運営委員謝礼金の支出 3,200

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 江戸川高等学校ICTネットワーク用LAN配線増設作業委託 210,470

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食調理済食品及び原材料費の支出 18,144

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（一般需用費）３月分 255,000

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制修学旅行実地踏査に係るタクシー代 40,000

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（平成30年度全日制修学旅行実地踏査） 207,894

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度少額案件（負担金補助及び交付金）3月分 2,000

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額案件（役務費）3月分 8,377

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援員に対する報償費の支出2月分 52,930

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「卒業生に学ぶ会」に係る講師謝礼の支出について 53,880

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 289,440

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書用筒の購入 84,480

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 自然体験合宿事前調査に係るﾀｸｼｰ代及びﾚﾝﾀｻｲｸﾙ代 45,000

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度自然体験合宿事前調査に係る旅費の支出 51,540

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制卒業証書授与式に係るピアノ伴奏謝礼 4,670

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託（定時制課程外１件） 11,200

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 984,960

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制教科用図書補助金支出（１月申請） 6,955

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 127,256

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（平成30年度定時制修学旅行実地踏査） 55,840

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 100,240

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業証書授与式に係るストーブの借入れ 56,796

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書授与式に係るストーブの借入れ 5,400

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 363,098

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算について（管理活動用）⑧ 32,450

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購読 4,509

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,423

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制学校運営連絡協議会委員謝礼の支出３月分 3,000

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 796,763

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 239,215
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教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空調機フィルター清掃委託 36,504

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 395,280

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託（支障幹伐採） 31,320

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金（第４回請求） 11,111

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 作業服外６点の購入に係る支出及び精算について 25,263

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 湯沸器外１点の購入 52,380

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制生活安全教室講師謝礼の支出について 10,686

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 定時制「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進講演会」講師謝礼 24,064

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣・寝具類クリーニング経費の支出及び精算について 9,650

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣・寝具類クリーニング経費の支出及び精算について 1,100

教育庁 江戸川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援員に対する報償費の支出3月分 50,896

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 下水道料金(工業用)の支出について(１月分) 117,870

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学選抜に伴う消耗品購入に係る資金前渡及び精算 51,500

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダの購入 145,800

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理委任契約（産業医）報償費の支出2月分 54,004

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月請求分) 68,299

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月請求分) 16,776

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月請求分) 3,836

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡(3月請求分) 1,770

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手の購入に係る資金前渡及び精算 78,440

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部検定試験費用の支出及び精算について 619,520

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 41,580

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 9,720

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 1学年修学旅行事前学習に伴う会場使用料等の支出 23,720

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ポリ袋外３７点の購入 102,405

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,504

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 225,663

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路懇談会に伴う報償費の支出について 60,000

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出について（2月分） 29,652

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 投球機の修理 94,829

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,319

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生のしおりの印刷 129,600

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電球の購入 160,920

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 照明灯の購入 145,800
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教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進講演会講師謝礼の支出 25,052

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 伝統と文化教育に係る部活動報償費の支出（1月分） 7,755

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 566,403

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 138,587

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室クリーニング代の支出及び精算(資金前渡) 17,280

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算（バドミントン春季合宿） 47,764

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 主権者教育に関する書籍購入に伴う資金前渡及び精算 9,600

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校保健活動に伴う資金前渡及び精算 13,000

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 329,896

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律委託 65,880

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒の印刷 69,120

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウムの購入 291,600

教育庁 小岩高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 Microsoft Office Professional購入に係る資金前渡 30,024

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材の購入(３月) 17,427

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前途について 22,834

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前途について 9,593

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前途について 26,250

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前途について 3,780

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前途について 4,984

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程教科用図書補助金の支出 4,839

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制学校運営連絡協議会 協議員への報償費の支出 9,000

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務委託の係る報償費の支出について 54,004

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 126,720

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼の支出（茶道部２月分） 7,184

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出（バド２月分） 26,937

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に対する謝礼の支出（ダンス部２月分） 4,490

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 寺子屋指導員講師に対する謝礼の支出（２月分） 34,126

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 寺子屋指導員講師に対する謝礼の支出（２月分） 17,064

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス委託 6,480

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外の筆耕委託 76,380

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 オーディオプレーヤーの購入 265,680

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る支出及び精算 23,741

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 高等学校管理運営予算（光熱水費）の支出及び精算 9,288

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 葛西南高校定時制学校給食調理業務委託 991,440
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教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 798,903

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光灯の購入 68,040

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,673

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 737,985

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の支出について 100,000

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 給付型奨学金事後現金給付に伴う振込手数料の支出 780

教育庁 葛西南高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 199,611

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書用紙筒の買入 76,950

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 神宮球場室内練習場使用料 92,400

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の報償費の継続支出について 54,004

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算に係る外部指導員の報償費の支出 7,755

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ特別強化校予算に係る部活動指導員の報償費 18,612

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 東京マラソンに伴う関連イベント用物品運搬委託 34,860

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,687

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡 11,233

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡 20,984

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払い案件に係る資金前渡 2,900

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡 21,710

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡 9,270

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 江戸川区総合文化センター施設使用料 162,182

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 人事異動に伴う面接等に係る旅費の支出について 7,894

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学の手引外１点の印刷 263,088

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健活動に用いるはかりの定期検査代 7,700

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度工業水道料金の支出について（２月分） 20,887

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入に係る資金前渡について 220,350

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便切手等の購入に係る資金前渡について 24,000

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡 47,580

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 バスの借り上げ 109,460

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,067

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 102,805

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡 64,280

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 神宮室内練習場使用料 184,800

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 874,627

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業式式典用物品運搬委託 41,040
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教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 掛布団外１１件のクリーニング 17,874

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度工業用下水道料金の支出について 604

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外１７件の買入 108,583

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 裁ち鋏の刃研ぎ 54,918

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スケート教室に伴う外部講師への報償費の支出 30,171

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡 87,600

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 南八幡体育館使用料 16,580

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 文化部発表会物品運搬委託 178,200

教育庁 篠崎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡 44,490

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度保存食費及び保存食材費の支出（３月分） 16,608

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 体力気力鍛錬道場予算外部指導員報償費の支出(2月分2) 24,816

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 70,000

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 62,628

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務に係る報償費の支出(2月分) 54,004

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 158,241

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 402,835

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会外部委員報償費の支出 1,551

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(2月分) 9,694

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 戦争体験講話実施に伴う講師への謝礼金の支出 4,221

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度スクールソーシャルワーカー報償費(2月分) 27,628

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油購入代金の支出及び精算 2,073

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 給付型奨学金保護者負担分の返金に係る振込手数料 690

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 63,600

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中央監視システム保守点検委託 294,840

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 体力気力鍛錬道場予算外部指導員報償費の支出(3月分) 11,051

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託に伴う継続支出(2月分) 1,418,688

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業報償費の支出(3月分) 87,439

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 23,568

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,501

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,641

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,898

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に係る報償費の支出(3月分) 77,938

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度プレップキャリア懇談会講師への謝礼金支出 35,920

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生を送る会実施に伴う講師謝礼金支出 13,669
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教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 50,000

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 777,445

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分･その2) 35,445

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒会誌外5点の印刷 168,631

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 39,324

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分･その3) 44,057

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外7点の買入れ 213,300

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 毛布外11点のクリーニング 47,790

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 427,191

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の支出について(1～3月分) 49,717

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 入学前準備説明会学校教育相談員への謝礼金の支出 62,040

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度　定時制・通信制課程補助金（教科用図書） 33,715

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度　定時制・通信制課程補助金（修学旅行） 5,000

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制・通信制課程補助金（就学指導事業） 1,320

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度スクールソーシャルワーカー報償費(3月分) 57,096

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 収納箱外5点の購入代金の支出及び精算 8,636

教育庁 大江戸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシンの修理 56,160

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 50,000

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 30,000

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の支出 54,004

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出について（陶芸部） 15,510

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 土曜事業支援員に対する報償費の支出（自律） 110,898

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 505,727

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 373,244

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（吹奏楽部） 12,408

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 16,788

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕 90,720

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払について 824,072

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「朝日キーワード2019」外６２点の購入 89,513

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 255,628

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バドミントンラケット外６点の購入 319,827

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 釉薬外４３点の購入 216,132

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水銀灯外１点の購入 111,348

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,211
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教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分②） 27,808

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分②） 36,225

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分②） 61,913

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分②） 13,932

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分②） 25,000

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 144,500

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 フレッツ光利用料及びぷらら利用料の支払（3月分） 8,316

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自由箒外１６点の購入 192,861

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 楽器運搬費の支出 79,920

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 葛飾アントレ実地踏査に伴う旅費の支出について 38,410

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウィルス対策ソフトライセンスの購入 81,000

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出（茶道部） 6,204

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＴＡＩＭＳ端末の修繕 244,134

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度人事異動に伴う面接旅費の支出について 28,001

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食(原材料・調理済食品)に係る経費の支出 21,534

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「ビジネスデザインⅠ」に係る外部講師謝礼金の支出 21,371

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会に係る謝礼金の支出（第３回） 9,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡（高管一需） 33,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出（指導部　一般需用費）　2月分 30,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡（自律一需） 106,664

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡(役務費)3月 5,664

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡(負担金)3月 1,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダーの購入 162,162

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウムの購入 50,868

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の継続支払（1月分） 53,362

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 振込手数料に係る支出（精算）について 65,664

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外13点の購入 20,922

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外13点の購入 33,038

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外13点の購入 30,488

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の謝礼金の支出（定時制　第３回） 3,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 キャリアカウンセリング外部講師謝礼金支出（２月分） 18,225

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 85,120

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について（2月分） 818,630
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教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制軽音楽部スタジオ使用料の支出（精算）について 110,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る支出（精算）について 162,100

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の継続支払について(2月分) 22,256

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 168,524

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 1,712,448

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 はがきの購入に係る支出（精算）について 31,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等のクリーニング代金の支出（精算）について 4,050

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等のクリーニング代金の支出（精算）について 5,680

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路（労基法）講話に係る外部講師謝礼金の支出 41,757

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞教室経費の支出について 53,553

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 茶道部　外部指導員報償費の支出（２月分） 7,755

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 サッカー部　外部指導員報償費の支出（２月分） 155,100

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度全日制卒業式ピアノ伴奏に係る謝礼金の支出 4,670

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,079

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,712

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 軽音楽部　外部指導員報償費の支出（２月分） 46,530

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路学習「面接指導」に係る外部講師謝礼金の支出 27,746

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 302,921

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,664

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,023

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る経費の資金前渡（自律一需） 42,000

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットに係る経費の支出(精算)について(2月） 3,888

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制進路学習（先輩の話を聞く会）外部講師謝礼金 10,237

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度定時制「基礎学習」外部講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書用ファイルの購入 90,200

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 399,917

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路講演会に伴う講師謝礼金の支出 16,701

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 70,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 45,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 29,309

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外４点の筆耕 59,913

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼（華道部）２月分 7,755

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼（茶道部）２月分 8,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼（吹奏楽部）２月分 31,020

797 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託代金の支出 39,008

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼（ダンス部）２月分 27,918

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 203,404

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の支出及び精算について 41,200

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アルトサックスの修繕 66,960

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度式歌指導講師謝礼金の支出 16,701

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業証書授与式における式歌ピアノ伴奏謝礼金 4,670

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,977

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,990

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,091

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,200,935

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電光表示板の修理 388,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット回線使用料の支出 3,888

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 682,327

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月追加分） 127,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ゼッケンユニフォームの購入 90,000

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 たて樋清掃委託 43,200

教育庁 江東商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学事報告書外1点の印刷 72,090

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 109,140

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域コーディネーターに対する謝礼の支出(2月) 2,870

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費支出(硬式ﾃﾆｽ部・2月) 11,692

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月） 173,016

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 少額支払案件に係る資金前渡について(3月） 3,000

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月） 2,000

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)報償費支出(2月) 54,004

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度　学校開放事業運営委員会外部委員謝礼 1,600

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導(中国語)に対する謝礼(2月) 50,408

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外8点の購入 286,794

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕等委託 98,868

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地外旅費支出(修学旅行実踏)(定時制) 44,440

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度使用料及び賃借料の支出について(定・実踏) 400

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,348

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 712,109

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 207,230
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教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出について（２月分） 22,256

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,388

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生のしおり外4点の印刷 189,000

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校定時制教科用図書補助金 5,980

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 596,504

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導(中国語)に対する謝礼(3月) 20,163

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成30年度生校外学習実踏に伴う経費の支出及び精算 15,000

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費支出(茶道・自律3月) 23,265

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 下水道(工業用）料金の支出（２月分） 38,178

教育庁 第三商業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員報償費支出(硬式ﾃﾆｽ部・3月) 18,865

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額案件に係る支出（自律　一需） 181,000

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（保健　役務費） 9,000

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 溶接ヒュ－ム集塵装置点検 108,000

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 アコ－ディオンスクリ－ンの購入 88,560

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 7,992

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 41,970

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 立掛看板外外２件の購入 74,736

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 足首サポ－タ－外９件の購入 133,472

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会及び防災教育推進委員報償費の支出 3,000

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,546

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,528

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 万能製図台の保守点検 106,920

教育庁 本所工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

デジタル簡易無線局電波利用料の支出 2,250

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29ものづくり人材育成プログラム外部講師謝礼（機械） 69,795

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 19,856

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 71,076

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 22,000

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支出 50,274

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処理委託 300,240

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処理委託 86,400

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 電動発電機実験装置の保守点検 97,200

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度技能スタンダード事業講演会講師謝礼 23,166

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度技能スタンダード事業講演会講師謝礼 25,052

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 7,214
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教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の委任契約に伴う報償費の支出 54,004

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食及び保存食材費の支出及び精算（3月分） 18,667

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 169,174

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の支出について（2月分） 11,672

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 50,000

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ものづくり人材育成プログラム講演会講師謝礼の支出 24,064

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,735

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,876

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 878,447

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会委員報償費の支出 21,000

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度技能スタンダード事業講演会講師謝礼 24,064

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 5,000

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度技能スタンダード事業講演会講師謝礼 10,686

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度インターネット接続サービス契約 1,944

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,062,046

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託料 2,008,584

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（３月分） 9,497

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 フライス盤の修理 286,200

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 エンジン分解組立装置の修理 160,920

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インターンシップ実施報告書の印刷 120,960

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 サンドブラストの修理 135,000

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕（単価契約） 77,700

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等被災生徒支援給付金の支出 107,977

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ加工実習装置用PCの修理請負 56,160

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 エンドミル研磨に係る費用の支出及び清算について 20,844

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入選関係書類送付のための郵券の購入に係る費用の支出 20,000

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトライセンス契約(7-9月分) 21,600

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトライセンス契約(10-12月分) 21,600

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費(一般需用費0141-01　3月分) 19,656

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費(一般需用費9178-01)３月分 37,280

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費(一般需用費9153-06)３月分 14,168

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費(一般需用費)３月分 288,054

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)の委任契約に係る支払(２月分) 54,004
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教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員への報償費の支出（青少年２月分） 54,285

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への報償費の支出（自律２月分） 31,020

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費(役務費)(3月分) 2,804

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金(ガソリン代等)(3月分) 63,000

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空調設備廃棄のためのフロン回収処分委託 86,076

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バドミントンシャトルの購入 144,000

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ３Dプリンター用バインダーの購入 126,360

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る経費(タクシー代)(3月分) 1,680

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 地外旅費の支出(自転車競技部全国選抜･教員･事前分) 64,280

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 地外旅費の支出(自転車競技部全国選抜･生徒･事前分) 36,700

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 電子メール管理システムに係る費用の支出について 10,800

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室布団等のクリーニングに係る費用の支出について 17,150

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出に係る継続支払(2月分) 11,257

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業式ピアノ伴奏謝礼金の支出 4,670

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 機械科科務室及び準備室内線配線変更に係る支出 20,844

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 選抜自転車競技大会の物品運搬に係る支出について 35,040

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 96,600

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 足場用転落防止先行型手摺枠外７点の購入 92,664

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 足場用転落防止先行型手摺枠外７点の購入 96,876

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器・標識の購入 126,900

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 地外旅費の支出(自転車競技部全国選抜･教員･残支給分) 8,288

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 地外旅費の支出(自転車競技部全国選抜･生徒･残支給分) 3,456

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,206

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,106

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,117,194

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダー契約(2月分) 17,280

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネットプロバイダー契約(2月分) 2,268

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会(第３回)協議委員への謝礼の支出 12,000

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の支出(3月分の2) 4,839

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出(ラグビー部春合宿引率) 52,716

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 853,304

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 製図台点検委託 211,518

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 木工機器点検委託 243,000

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デュアルシステム報告書の印刷 262,440
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教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ｾﾝﾀｰｶｯﾄｴﾝﾄﾞﾐﾙ外26点の購入 202,975

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ｾﾝﾀｰｶｯﾄｴﾝﾄﾞﾐﾙ外26点の購入 127,386

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 67,203

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁の研磨 20,520

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一需・３月分） 130,677

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費・３月分） 4,440

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払に係る前渡金（使賃料・３月分） 5,560

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出について 55,300

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１件の筆耕 91,592

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する謝礼の支出　２月分 15,510

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に基づく報償費の支出２月分 54,004

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 851,984

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支払い　1月分 40,014

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 学力検査得点表の郵送に係る経費の支払いについて 14,325

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼（バドミントン）部 ２月分 33,928

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼（硬式テニス部）２月分 31,505

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 窒素ガス外３件の買入れ 76,788

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員謝礼２月分 44,979

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット接続契約 14,163

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業式の実施に伴うピアノ伴奏謝礼 4,670

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用水道料金の支払い　2月分 19,975

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 工業拠点校実習に係る生徒交通費の支出 13,200

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 乗物酔予防緩和薬外１０件の買入れ 57,358

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,664

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,524

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,848

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 806,991

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タンタルコンデンサ外２７件の買入れ 142,236

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タンタルコンデンサ外２７件の買入れ 14,472

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 海外フィールドワーク引率に伴う携帯電話賃借料の支出 30,000

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 外国旅行旅費の支出（海外フィールドワーク生徒引率） 330,230

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 海外ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ実施に伴う講師謝礼の支出（現金） 71,100

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 短期集中講座（春季）講師謝礼の支出 72,192

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 59,400
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教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 64,800

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 人工海水外２６件の買入れ 126,428

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 人工海水外２６件の買入れ 33,039

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 人工海水外２６件の買入れ 14,040

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スチレンボード外7件の買入れ 148,046

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出について 45,400

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光Ｘ線分析装置の修繕 63,180

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 液体窒素発生装置点検委託 291,384

教育庁 科学技術高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空気圧縮機点検委託 262,440

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 81,275

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 虫さされ薬外24点の購入 39,053

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 虫さされ薬外24点の購入 5,540

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 虫さされ薬外24点の購入 122,159

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 コースロープ外４点の購入 15,660

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 コースロープ外４点の購入 12,636

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 コースロープ外４点の購入 86,853

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野菜種子外61点の購入 123,225

教育庁 農産高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野菜種子外61点の購入 43,000

教育庁 農産高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 都庁花壇予算による物品購入のために支出及び精算 28,950

教育庁 農産高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時必要資金　光熱水費前渡金の支出・精算（3月分） 111,340

教育庁 農産高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件の準備（給食3月分） 2,520

教育庁 農産高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制茶道部指導員謝礼として（2月分） 14,367

教育庁 農産高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士への謝礼として（2月分） 31,020

教育庁 農産高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託報償費について 54,004

教育庁 農産高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導員への報償費（2月分） 120,979

教育庁 農産高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金の支出について（工業用下水道１月分） 69,919

教育庁 農産高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外88点の購入 127,730

教育庁 農産高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外88点の購入 9,184

教育庁 農産高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸用用土外21点の購入 174,160

教育庁 農産高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 42,739

教育庁 農産高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る役務費の支出及び精算について 37,800

教育庁 農産高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 農産・南葛飾高校定時制　給食調理業務委託 1,723,896

教育庁 農産高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制卒業式に伴うピアノ伴奏者の謝礼金の支出と精算 5,200

教育庁 農産高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出及び精算 93,518
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教育庁 農産高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制卒業式に伴うピアノ伴奏者の謝礼金の支出と精算 5,200

教育庁 農産高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について(2月分) 890,404

教育庁 農産高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 草花種子外103点の購入 175,547

教育庁 農産高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 草花種子外103点の購入 30,726

教育庁 農産高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 草花種子外103点の購入 34,117

教育庁 農産高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 「ＧＬＯＢＡＬ．ＧＡＰ」認証公開審査会に伴う旅費 87,770

教育庁 農産高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食に伴う保存食材費等の支出について 17,235

教育庁 農産高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「先輩を囲む会」に伴う講師への謝礼金の支出と精算 28,500

教育庁 農産高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金の支出について（工業用水道2月分） 21,841

教育庁 農産高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 生物顕微鏡レンズクリーニング 278,640

教育庁 農産高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 240,374

教育庁 農産高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 丸椅子の購入 185,760

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 無塩バター外22点の購入 206,280

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 無塩バター外22点の購入 49,485

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 無塩バター外18点の購入 179,723

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 無塩バター外18点の購入 8,424

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 無塩バター外18点の購入 9,806

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トリマ外２点の購入 43,200

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 トリマ外２点の購入 23,112

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 自動車車検に要する経費の支出及び精算 18,900

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動車車検に要する経費の支出及び精算 1,100

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動車車検に要する経費の支出及び精算 49,750

教育庁 農産高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,495

教育庁 農産高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外の筆耕（単価契約） 58,968

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制茶道部指導員謝礼として（３月分） 21,550

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る役務費の支出及び精算について 39,600

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券購入に係る役務費の支出及び精算について 18,000

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 保健講話の講師への謝礼金の支出 25,300

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,276,475

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 702

教育庁 農産高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 251,628

教育庁 農産高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 粉ゼラチン外14点の購入 48,276

教育庁 農産高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 粉ゼラチン外14点の購入 135,659

教育庁 農産高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 粉ゼラチン外14点の購入 19,526
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教育庁 農産高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 実業意欲予算による物品購入のための支出及び精算 30,545

教育庁 農産高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 第二農場温室制御盤の点検委託 324,000

教育庁 農産高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 農産・南葛飾高校定時制　給食調理業務委託 1,615,680

教育庁 農産高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイヤ外４点の購入 29,646

教育庁 農産高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイヤ外４点の購入 33,955

教育庁 農産高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 単管パイプ外６点の購入 97,146

教育庁 農産高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導員への報償費（３月分） 110,898

教育庁 農産高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテンの洗濯に係る役務費の支出及び精算 7,400

教育庁 橘高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 真鍮四角棒の購入 126,036

教育庁 橘高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入選用郵券等の支出について 27,000

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度「ジュエリーＡ」短期市民講師謝礼金の支出 18,225

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（役務費３月分） 35,916

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（光熱水費３月分） 7,310

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（管理・一需・3月分） 24,000

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健・一需・3月分） 21,000

教育庁 橘高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・一需・3月分） 135,794

教育庁 橘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度日本語指導外部指導員謝礼金の支払い 86,380

教育庁 橘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金の支出（青少年）　２月分 62,497

教育庁 橘高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金の支出（体力気力鍛錬道場） 57,467

教育庁 橘高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（役務費３月②） 45,924

教育庁 橘高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任に対する報償費の支出 54,004

教育庁 橘高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡の点検及び調整委託 225,504

教育庁 橘高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書及び表彰状の筆耕委託 58,741

教育庁 橘高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「解説教育六法2018　平成30年版」外44点の購入 57,158

教育庁 橘高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・一需・3月分2） 38,000

教育庁 橘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,301

教育庁 橘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,590

教育庁 橘高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 橘高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,100,413

教育庁 橘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 マルチメディア教室機器の点検委託（３月） 76,356

教育庁 橘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「第３回地域産業論」短期市民講師謝礼金の支出 38,970

教育庁 橘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 キラキラ橘販売実習に係る会場使用料の支出について 5,000

教育庁 橘高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 キラキラ橘販売実習に係る物品運搬代の支出について 21,600

教育庁 橘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 学校給食食材料費振込手数料の支出及び精算(2,3月分) 864
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教育庁 橘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 107,349

教育庁 橘高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 250,013

教育庁 橘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 窓ガラス清掃委託 113,616

教育庁 橘高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 保健室用品等クリーニング代の支出について 13,662

教育庁 橘高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度日本語指導外部指導員謝礼金の支払い 14,008

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健・一般需用費）に係る経費 12,733

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鍵外6点の買入 109,568

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 鍵外6点の買入 49,680

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）に係る資金前渡及び精算 94,564

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（役務費）に係る資金前渡及び精算 20,378

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 43,200

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医に係る報酬(2月分)の支出 54,004

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読 27,260

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度奨学のための給付金の支出について 75,800

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第3回学校運営連絡協議会に係る謝金 12,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外4点の筆耕 82,320

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に要する経費の資金前渡及び精算について 3,760

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クラリネット外1点の修繕 54,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,002

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,097,441

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 高圧洗浄に伴う経費の資金前渡及び精算について 50,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 帰国生徒の取り出し授業に係る謝金(3月分) 29,082

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 340,553

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 108,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 37,800

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(３月分) 10,155

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(３月分) 47,648

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 628,330

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（２学年修学旅行生徒引率・追給） 80

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員への謝礼（２月分） 36,449

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回学校運営連絡協議会協議委員への謝礼 6,000

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第２回防災教育推進委員会委員への謝礼 6,000

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業展出展物品の運搬委託 129,600

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ 111,800
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教育庁 片倉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ 3,800

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ 35,888

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３点の筆耕 130,660

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「高校生活の手引き」の印刷 99,036

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 衝立の買入れ 220,320

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について　２月分 702,443

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の前渡（スポーツ特別強化校予算） 51,000

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理者（産業医）への支払（２月分） 54,004

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「合格体験談」講演における謝礼 20,000

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 電話料金（ファクシミリ）の支出（２月分） 2,982

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(３月分その２) 42,682

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（男子バスケ部春季遠征生徒引率） 43,150

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,423

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（春季高校卓球合同練習大会） 14,790

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出（春季高校卓球合同練習大会） 129,475

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 常時必要とする資金の前渡（スポーツ特別強化校予算） 7,500

教育庁 片倉高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外４件の買入れ 180,486

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 578

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 29,000

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 47,163

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 17,000

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る資金前渡 20,080

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 7,000

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 12,112

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 タクシー雇い上げに係る資金前渡 1,630

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業（自習支援）講師謝礼（２月分） 37,714

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託（２月分） 54,004

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金（青少年課外活動支援事業２月分） 15,510

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「探究活動のためのﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ研修」講師謝礼の支出 36,096

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新聞記事情報システムの利用 5,832

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 英語教育推進校における外部検定試験受験費用の支出 2,945,160

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ジュニア農芸化学会2018参加生徒引率旅費 20,434

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 ジュニア農芸化学会2018参加生徒特別旅費 142,380

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 84,240
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教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１件の筆耕 83,200

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 13,499

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,429

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 銅線外14点の購入 129,686

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 銅線外14点の購入 61,128

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 銅線外14点の購入 42,768

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外7点の購入 73,861

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外7点の購入 4,935

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外7点の購入 24,624

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 平成29年度国際交流研修旅行に伴う支出 22,100

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 台湾国際交流研修旅行生徒引率旅費の支出 336,882

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権料の支出 16,200

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権使用料の支出(一次) 14,040

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権使用料(一次②） 29,160

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 入学者選抜に伴う著作権使用料(一次②） 972

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「進路ガイダンス」実施に伴う講師謝礼の支出 37,720

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生の手引き外2点の印刷 254,826

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 34,396

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成30年度都立高等学校入学者選抜関係 851,472

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 雨どい等清掃委託 280,692

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権料の支出 7,560

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成30年度入学者選抜に伴う業務手数料の支出 6,912

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校公開講座講師謝礼の支出（３月分） 43,624

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権料の支出 7,560

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 入学者選抜に伴う著作権料の支出(一次その②） 8,640

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業（自習支援）講師謝礼（３月分） 39,599

教育庁 八王子東高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金（青少年課外活動支援事業３月分） 7,755

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 常時必要とする経費に係る資金前渡（華道部）３月分 10,000

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 少額支払案件（高等学校入学選抜）役務費　３月分 17,000

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（保健給食費　役務費・３月分） 23,100

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健給食費　一般需用費・３月分） 18,683

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（役務費）３月分 5,124

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費）３月分 196,556

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 85,800
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教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 The Japan Times STの購入　1月分 1,017

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）２月分 16,612

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気代の支払　２月分 338,374

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 746,537

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 22,289

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 378,465

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に伴う付帯設備使用料の資金前渡 79,900

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に伴う楽器運搬用トラック借上げ 72,414

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会委員への謝礼支払い 12,000

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度学校サポートチーム委員への謝礼の支払い 3,000

教育庁 八王子北高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報酬の支出について 39,008

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手に要する経費の支出について 59,700

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵便切手に要する経費の支出について 27,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の支出について（自律予算２月分） 19,388

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動特別外部指導員の謝礼（青少年2月分） 23,265

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医報酬の支出について（２月分） 54,004

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度入学手続きのしおり外５点」の印刷 76,464

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 118,374

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会外部委員報償費の支出（第３回分） 12,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）3月分 63,545

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）３月分 17,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（指導部・一需）3月分 12,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費）3月分 4,428

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,262

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 英語教育推進校における外部検定受験費用 545,600

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 国際理解教室実施に伴う謝礼の支出について 7,812

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（ｱｰﾁｪﾘ‐全国大会）支出について 18,128

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費（ｱｰﾁｪﾘ‐全国大会）支出について 28,500

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,616

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 270,929

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 胴の購入 72,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 胴の購入 79,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会実施に伴う報償費の支出 1,600

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払いについて（2月分） 471,874
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教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手等に要する経費の支出について 72,260

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機マスター外10点の購入 161,352

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 印刷機マスター外10点の購入 50,608

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生の手引きの印刷 117,936

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外3件の筆耕（単価契約） 103,937

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 都立学校学校サポートチーム委員に対する報償費の支出 9,000

教育庁 松が谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バット外6点の購入 269,000

教育庁 日野高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時支払い案件（タクシー代）３月分 5,000

教育庁 日野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実踏に係る使用料及賃借料の支出及び精算 74,330

教育庁 日野高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 修学旅行実地踏査に係る旅費の支出 59,790

教育庁 日野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払い案件（３月分） 42,908

教育庁 日野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払い案件（3月分） 7,500

教育庁 日野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件（3月分） 159,769

教育庁 日野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 常時資金（交際費）３月分 894

教育庁 日野高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医への報償費の支払い 54,004

教育庁 日野高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金（青少年課外活動支援事業）２月分 23,265

教育庁 日野高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（The　Japan　Times　ＳＴ） 1,017

教育庁 日野高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 損害に対する謝金の支出について 90,590

教育庁 日野高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算払い）2月分 23,288

教育庁 日野高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕 60,420

教育庁 日野高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外13点の購入 221,205

教育庁 日野高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金（青少年課外活動支援事業２月分② 7,755

教育庁 日野高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 発電機の借り入れにともなう使用料の支出について 255,420

教育庁 日野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 スポーツ特別強化校（バレーボール部）に係るバス借上 357,720

教育庁 日野高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

女子バレーボール部大会参加費の支出 15,000

教育庁 日野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員(自律経営推進予算）へ謝礼金支出（追加 37,224

教育庁 日野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に伴う施設使用料の支出及精算 177,800

教育庁 日野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,687

教育庁 日野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 713,465

教育庁 日野高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 488,865

教育庁 日野高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 横断幕の購入 65,880

教育庁 日野高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 95,256

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ＦＦストーブの接続請負委託 372,600

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 体育代替施設・施設使用料(サッカー・3月) 52,000
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教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 体育代替施設・施設使用料(テニス・3月) 7,000

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に伴う支出について 27,000

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援員報償費（帰国支援） 12,215

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出（バトン部） 6,204

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業　報償費　　2月分 14,541

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットの接続料（2月分） 6,480

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 校舎改修工事に伴う物品運搬業務委託 363,420

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医への報償費の支出について 54,004

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（管理・一般需用費）（3月分） 110,520

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（保健・一般需用費） 26,892

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件（管理・使用料及賃借料） 9,000

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（管理・役務費） 24,624

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 先進校見学に伴う近接地外旅費の支出について 116,146

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電気ストーブの借入れ 57,240

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外４点の筆耕 99,502

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）（2月分） 17,922

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 415,171

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動に伴う引継ぎ等に依頼に係る近接地外旅費の支出 30,840

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（男子バレー部） 9,306

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出（茶道部） 7,755

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援指導員報償費（進路） 20,358

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習支援指導員報償費（放課後） 26,465

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 直接感熱紙外5点の買入れ 61,528

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 直接感熱紙外5点の買入れ 49,680

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マット外2点の買入れ 176,580

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍（体系英語長文外54点）の買入れ 99,073

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスコンロ外１点の買入れ 310,500

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス（一般）料金の支払（新校舎）（2月分） 78,029

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス（小型空調）料金の支払（新校舎）（2月分） 399,792

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 570,047

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,800

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 進学指導ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ教科指導体制の改善状況業務委託 189,000

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁刃研磨 31,752

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　学校運営連絡協議会報償費の支出 15,000
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教育庁 日野台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費の支出について（男子バレー部） 3,102

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出（茶道部） 7,755

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡オーバーホール 86,400

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 簡易トイレの買入れ 14,040

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 支柱外1点の修繕 52,920

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 映像投影機の買入れ 93,960

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路講演会「卒業生の話を聞く会」に伴う報償費の支出 53,880

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクターの修繕 71,344

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外2点の買入れ 249,480

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 台車外1点の買入れ 380,376

教育庁 日野台高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出 11,494

教育庁 南平高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 健康診断用器具の買入れ 120,528

教育庁 南平高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れに係る経費の支出(資金前渡) 14,240

教育庁 南平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件（一般需用費） 126,443

教育庁 南平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度少額支払案件（役務費） 124,179

教育庁 南平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 205,694

教育庁 南平高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 学校評価アンケート実施に係る業務委託 377,514

教育庁 南平高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 引率旅費の支出及び精算について 9,292

教育庁 南平高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて 773,017

教育庁 南平高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29年度学校衛生管理(産業医)業務委任に係る経費 54,004

教育庁 南平高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,464

教育庁 南平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 高校生活の手引き外1件 149,580

教育庁 南平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外3件の筆耕 65,800

教育庁 南平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費の支出(サッカー部・青少年) 18,612

教育庁 南平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費の支出(茶道部・青少年) 23,265

教育庁 南平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,119

教育庁 南平高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活指導員報償費の支払いについて(野球・自律) 37,224

教育庁 南平高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 17,070

教育庁 南平高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部会場使用に係る経費の支出 33,000

教育庁 南平高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活指導員報償費の支払いについて(ソフトテニス自律) 9,306

教育庁 南平高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 折りたたみ椅子の買入れ 92,988

教育庁 南平高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活指導員報償費の支払いについて(室内楽自律) 3,102

教育庁 南平高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災講演会に係る報償費の支出 12,032

教育庁 南平高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 582,672

812 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 町田高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定時制修学旅行実踏に伴う近接地外旅費（残額分） 40,880

教育庁 町田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制課程学校給食調理業務委託代金の支払(１月分) 1,652,400

教育庁 町田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理数教育学習支援員への謝礼金（２月分） 48,858

教育庁 町田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員謝礼(2月) 33,928

教育庁 町田高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制課程部活動外部指導員への謝礼金の支出(2月分) 43,429

教育庁 町田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援員への謝礼金の支出（2月分） 36,643

教育庁 町田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 伝統・文化事業に係る外部指導員への謝礼金（2月分） 7,271

教育庁 町田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度定時制第１回学運協に係る協議委員への謝礼 8,909

教育庁 町田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 上級救命講習教材の購入に係る資金前渡 408,200

教育庁 町田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　一般需用費　３月分 167,196

教育庁 町田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 少額支払案件　委託料　３月分 10,800

教育庁 町田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援員への謝礼金の支出（2月分） 122,147

教育庁 町田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度全日制第3回学運協に係る協議委員への謝礼 6,000

教育庁 町田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券購入経費の資金前渡及び精算について 60,000

教育庁 町田高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の資金前渡及び精算について 10,000

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 定時制文化祭パンフレットの印刷 94,500

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理数教育学習支援員への謝礼金（２月分） 48,857

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学習支援員への謝礼金の支出（2月分） 36,643

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件　保健　一般需用費　３月分 15,392

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 少額支払案件　指導（部活動振興）　３月分 7,714

教育庁 町田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件　光熱水費　３月分 4,000

教育庁 町田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理業務に係る報償費（2月分） 54,004

教育庁 町田高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 全日制第２回防災教育推進委員会の外部委員への謝礼 3,000

教育庁 町田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 受験対策講習（冬期）実施に係る講師派遣委託 246,800

教育庁 町田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,280

教育庁 町田高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハロゲンランプの購入 208,008

教育庁 町田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度海外語学研修引率に係る外国旅行旅費の支出 1,505,088

教育庁 町田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 28,080

教育庁 町田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｴﾝｶｳﾝﾀｰ（第3回）講師への謝礼 56,749

教育庁 町田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 全日制管弦楽部定期演奏会に伴う物品運搬委託経費 37,800

教育庁 町田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 刃物研ぎ業務委託に要する資金の資金前渡及び精算 11,050

教育庁 町田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 484,905

教育庁 町田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　一般需用費　３月分② 111,740

教育庁 町田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 害虫駆除委託 81,000
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教育庁 町田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制課程学校給食調理業務委託代金の支払(２月分) 1,762,560

教育庁 町田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制吹奏楽部定期演奏会に伴う附帯設備使用料 107,100

教育庁 町田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定時制音楽部演奏会に伴う附帯設備使用料 7,310

教育庁 町田高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（2月分） 1,009,593

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 470,065

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鏡の修繕 334,800

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　部活動外部指導員謝礼の支出（陸上部） 31,020

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　部活動外部指導員謝礼の支出（女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部） 37,224

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29　青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員謝礼 18,612

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　部活動外部指導員謝礼の支出（男子サッカー） 96,938

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子ピアノの修理 87,480

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ミシンの調整委託 64,800

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額案件に係る前渡金の準備について 43,058

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額案件に係る前渡金の準備について 61,906

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額案件に係る前渡金の準備について 29,808

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額案件に係る前渡金の準備について 5,250

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数の少額案件に係る前渡金の準備について 12,940

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書庫外４点の購入 97,524

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書庫外４点の購入 33,804

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払について 897,286

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　部活動外部指導員謝礼の支出 55,836

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電動自転車用バッテリーの購入 79,159

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　部活動外部指導員謝礼の支出（茶道部） 7,755

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29　野津田高校産業医業務に係る報償費の支出 54,004

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度サーバの借用契約に係る継続支払について 2,268

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 H29　福祉科講演会に係る講師謝礼の支出について 12,571

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,485

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 H29雑誌の購入に係る支払について 12,499

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 H29雑誌の購入に係る支払について 720

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 124,410

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 3,280

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 郵券の購入 1,230

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 軽音学部演奏会のための荷物運搬に係る支出及び精算 41,731

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,576
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教育庁 野津田高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29「ボッチャ」講演会に係る講師謝礼の支出について 18,048

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２点の筆耕 85,384

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動春季合宿に係る事故対策費の支出及精算について 5,000

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 部活動春季合宿に係る事故対策費の支出及精算について 5,000

教育庁 野津田高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 H29年度近接地外旅費の支出及精算（男サカ合宿引率） 34,600

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会に係る委員謝礼の支出 15,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育推進委員会に係る委員謝礼の支出 12,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度都立学校サポートチーム委員謝礼の支出 12,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（一般需用費・3月分） 107,341

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費（役務費・3月分） 39,222

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る経費（光熱水費・3月分） 5,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る経費（保健・役務費・3月分） 22,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（2月分） 53,316

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる活動の部活動指導員謝礼（2月分） 82,203

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 221,511

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 相模原ギオンスタジアムの利用券の購入に係る経費 1,300

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学習指導に係るチューターの指導謝礼（2月分） 16,286

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の業務に係る報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 171,120

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 町田市陸上競技場回数利用券の購入に係る経費 3,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外2点の筆耕 101,932

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル料の資金前渡及び精算 7,128

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払いについて（２月分） 691,947

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALL教室ホームページ提供サービス（2月分） 2,268

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 CALL教室ホームページ提供サービス（2月分） 1,080

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 相模原ギオンスタジアムの利用券の購入に係る経費 1,300

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,892

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,057

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費（役務費・3月分②） 10,000

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 演劇部大道具運搬に係る経費の資金前渡及び精算 29,700

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機外3点の購入 187,380

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部の運搬に係る経費の資金前渡及び精算 56,160

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞教室に係る公演料等の資金前渡及び精算 46,459

教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（一般需用費・3月分②） 45,000
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教育庁 成瀬高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 351,783

教育庁 小川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の資金前渡について（一需・自律・３月） 50,807

教育庁 小川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の資金前渡について（役務・自律・３月） 4,560

教育庁 小川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件の資金前渡について(一需・ｵﾘﾊﾟﾗ・３月) 29,044

教育庁 小川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 少額支払案件の資金前渡（委託料・管理・３月） 10,000

教育庁 小川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出及び精算（3月分） 56,890

教育庁 小川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェア外１６点の買入れ 111,051

教育庁 小川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 ソフトウェア外１６点の買入れ 51,035

教育庁 小川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル自動体重計の買入れ 58,104

教育庁 小川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 212,821

教育庁 小川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 198,536

教育庁 小川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　安全衛生管理（産業医）業務に伴う支出 54,004

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕委託 64,040

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スポットライト外７点の買入れ 128,142

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業・外部指導員の謝礼金 62,622

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員の謝礼金の支出（気力体力） 17,255

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）に伴う支出　２月分 22,382

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 656

教育庁 小川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 240,301

教育庁 小川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 8,816

教育庁 小川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 158,403

教育庁 小川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 70,956

教育庁 小川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 朝日新聞記事データベース朝日けんさくくん利用(２月) 5,832

教育庁 小川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育館袖幕の買入れ 135,000

教育庁 小川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 体育館舞台幕のクリーニング 166,320

教育庁 小川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,818

教育庁 小川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育に関する講演会講師の謝礼金 24,064

教育庁 小川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員謝金の支出 1,600

教育庁 小川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 819,178

教育庁 小川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 水銀灯外１点の買入れ 59,940

教育庁 小川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシン修理 70,848

教育庁 小川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の資金前渡について(一需･自律･３月追加) 90,000

教育庁 小川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講演会に係る外部指導員等の謝礼金支出 32,146

教育庁 小川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 薬物乱用防止教室に係る外部講師等の謝礼金の支出 12,572
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教育庁 小川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 戸車外２点の買入れ 118,389

教育庁 小川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 講演会に係る外部講師等の謝礼金の支出について 27,746

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードの購入 178,200

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新入生のために外1点の印刷 134,568

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 山高通信第72号の印刷 96,120

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡について 188,686

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡について 4,988

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡について 5,876

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡について 39,371

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 校舎中庭清掃委託 68,040

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　安全衛生管理（産業医）業務について 54,004

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入に伴う支出及び精算について 9,078

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 的台の購入 86,400

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払いについて（2月分） 498,988

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）２月分 19,099

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 47,020

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,667

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について 19,160

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出について 14,380

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 グランドレーキ外3点の購入 75,924

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 289,964

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員への謝礼金の支払について 91,606

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　部活動指導員への謝礼金の支払について 29,082

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部定期演奏会楽器運搬費の支出及び精算 43,200

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に伴う施設使用料の支出及精算 90,450

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約） 38,880

教育庁 山崎高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託（単価契約） 274,320

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律　一般需用費　３月分） 51,206

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（自律　使用料及賃借料　３月分） 7,382

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務に係る報酬の支出 54,004

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（自律1月分） 46,530

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（伝統文化1月分） 23,265

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（青少年1月、2月） 79,836

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,086
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教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 466,879

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（30年2月分） 508,412

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外4件の筆耕委託 165,363

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放事業運営委員会委員謝礼金 1,600

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（人事異動面接・三宅島） 8,949

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 99,025

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金（自律２月分） 6,204

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（自律　使用料及賃借料　３月分－２） 3,800

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 長胴太鼓外1点の購入 118,260

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入に要する経費の資金前渡 6,600

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 体育館更衣室清掃委託 194,400

教育庁 翔陽高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第13回英語スピーチコンテスト審査員謝礼金の支払 17,841

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存用食材購入経費（３月分） 5,036

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 34,000

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 157,822

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 36,074

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 820

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 12,000

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 1,028

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 8,818

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分） 15,000

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年部活動指導員謝礼の継続支払（バト部・２月分） 43,428

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の継続支払（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部・２月分） 6,204

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年部活動指導員謝礼の継続支払（吹奏楽・２月分） 6,204

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の継続支払（吹奏楽部・２月分） 12,408

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年部活動指導員謝礼の継続支払（テニス・２月分） 24,816

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の継続支払（テニス部・２月分） 12,408

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 料理鍋外８点の買入れ 62,294

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡点検 114,933

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立八王子拓真高等学校給食調理業務委託（２月分） 772,200

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

高等学校定時制課程修学指導事業参加費補助金の支出 1,780

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士相談事業に係る謝金の継続支払 84,800

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師派遣に伴う謝礼金 42,300

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校定時制課程教科用図書補助金の支出 16,498
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教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業に係る謝金の継続支払 176,429

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の継続支払について（概算契約） 19,320

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医の委任契約に要する経費継続支払い 63,000

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支払いについて（２月分） 645,432

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 874,856

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 80,727

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 64,800

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 219,380

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 66,516

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシン点検 86,400

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カートリッジ純水器予備ボンベの買入れ 61,020

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備（3月分その2） 155,664

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会に伴う謝金の支出 3,200

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１件の筆耕 78,705

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 237,654

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校定時制家庭教科書補助金の支出 4,605

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 83,292

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 456,481

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,410

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテン洗濯 281,469

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部定期演奏会楽器輸送に係る経費 34,560

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に係る経費の資金前渡 16,356

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 511,256

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務(産業医)の報酬(2月分) 54,004

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興予算における外部指導員報償費(2月分) 7,755

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動推進指定校に係る外部指導員報償費(2月分) 7,755

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 108,600

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 21,578

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 11,720

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 30,000

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,967

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度自動車雇上げ(常備経費)の資金前渡(3月分) 10,000

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る資金前渡の支出及び精算について 308,760

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭実施に伴う施設使用料の支出及び精算(附帯設備) 66,500
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教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱祭実施に伴う事故対策費の支出及び精算について 20,000

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭実施に伴う事故対策費の支出及び精算について 20,000

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度合唱祭実施に伴う旅費の支出について 3,082

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 進路の手引き外２点の印刷 144,720

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 100,539

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 537,345

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,674

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外５件の筆耕 56,400

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員報償費の支出(2月分) 166,540

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 発達障害教育推進に係る講演会実施に伴う報償費の支出 12,032

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,146

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 272,487

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,193

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の２月分の支出について 4,332

教育庁 町田総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る資金前渡の支出及び精算について 27,780

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 木材の買入れ 91,152

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費（役務費）3月分 46,248

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（一般需用費） 79,401

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度　校内寺子屋事業報償費の支出(２月分) 34,122

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 情報モラルパンフレットの印刷 136,080

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（保健費） 28,706

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３件の筆耕委託 47,422

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パワーアンプの修理 49,680

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託報償費の支出２月分 54,004

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 リサイクル家電処分に係る経費の資金前渡支出及び精算 14,650

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 リサイクル家電処分に係る経費の資金前渡支出及び精算 650

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 マルチメディア室PC点検整備委託 301,968

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ガス供給設備点検整備委託 274,564

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ利用料金の支出　２月分 19,872

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 CCNAインストラクタートレーニング参加に伴う旅費 118,530

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出について　２月分 679,637

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 給湯器の買入れ 99,144

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,727

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業式式次第外1点の印刷 128,200
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教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 303,825

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続及びプロバイダ契約　２月分 20,574

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 557,323

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 205,350

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

ラズベリパイ基本講座受講料の支出及び精算 10,500

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計の買入れ 71,928

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 第２アプリ応用室ＰＣ環境設定変更委託 377,460

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 378,000

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャーリングマシン外２件点検整備委託 302,076

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 換気扇及び全熱交換器給排気口清掃委託 343,440

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 44,673

教育庁 町田工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処理委託（単価契約） 36,288

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 89,175

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃水移送作業委託 64,800

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に係る報償費（２月分） 54,004

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員報償費支払（自律　卓球部　2月分） 21,714

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（体力気力　茶道部　２月分） 18,612

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（青少年　茶道部　２月分） 23,265

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律一需）３月分 113,023

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金（光熱水費）３月分 17,120

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（体力気力 女バスケ 2月分） 14,541

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 29年度　全国高校選抜自転車競技大会宿泊費前払い 54,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 29年度　全国高校選抜自転車競技大会宿泊費前払い 18,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29年度全国高校選抜自転車大会特別旅費宿泊費前払い 108,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 29年度全国高校選抜自転車大会特別旅費宿泊費前払い 9,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 UVプリンタ点検委託 145,800

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 36,720

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 824,984

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（青少年 写真部 １月分） 12,408

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２点の筆耕 94,176

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（青少年　写真部　2月分） 18,612

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自転車部全国選抜大会及び強化合宿に係る機材運搬 195,706

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃水移送作業委託 64,800

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃水移送作業委託 64,800
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教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業制作展の作品運搬委託 59,600

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員報償費支払（青少年　合唱部　2月分） 9,694

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度全国高校選抜自転車競技大会生徒引率旅費 23,344

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度全国高校選抜自転車競技大会生徒特別旅費 20,018

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成29年度全国高校選抜自転車競技大会生徒特別旅費 6,708

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,041

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 汚泥分析委託 147,744

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 312,246

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 70,393

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 432,518

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 珪砂の買入れ 12,960

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ進路図鑑ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」講師及び助手報償費 162,814

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育講師への報償費の支払い 77,940

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 屋外用電波時計の買入れ 76,680

教育庁 立川高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材費の購入に係る経費（３月分） 15,624

教育庁 立川高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費(全日制 修学旅行実地踏査）の支出 107,696

教育庁 立川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 懸垂幕の修繕 54,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医委任契約に係る報償費の支出（30.2月分） 63,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援報償費（紫芳会・２月分） 56,568

教育庁 立川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援報償費（学生） 7,544

教育庁 立川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時支払案件　自律・使用料及賃借料（３月分） 6,990

教育庁 立川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター　外1点の修繕 206,474

教育庁 立川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費（２月分） 28,824

教育庁 立川高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件　自律・役務費（３月分） 6,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件　保健・一般需用費（３月分） 2,700

教育庁 立川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件　給食・一般需用費（３月分） 5,650

教育庁 立川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件　自律・一般需用費（３月分） 86,789

教育庁 立川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件　自律・使用料及賃借料（３月分） 28,600

教育庁 立川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度教科用図書補助金の支出（第二学期申請） 49,180

教育庁 立川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ　外４点の購入 121,057

教育庁 立川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（全日制修学旅行実地踏査）の追給 210

教育庁 立川高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座講師謝礼の支出 104,693

教育庁 立川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 実験用はさみ　外27点の購入 271,425

教育庁 立川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕（単価契約） 137,772
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教育庁 立川高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 著作物使用承諾に要する経費の資金前渡及び精算 27,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部検定試験に係る受験料等の資金前渡（GTEC） 1,481,024

教育庁 立川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に係る継続支払（２月分） 32,856

教育庁 立川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,800

教育庁 立川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 806,897

教育庁 立川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 著作物使用承諾に要する経費の資金前渡及び精算 3,240

教育庁 立川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 著作物使用承諾に要する経費の資金前渡及び精算 8,640

教育庁 立川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費(全日制水泳部合宿生徒引率)の支出 68,673

教育庁 立川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援報償費（紫芳会・３月分） 45,255

教育庁 立川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校講演会に係る外部講師の報償費の支出 21,371

教育庁 立川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動春季合宿実施に係る事故対策費の資金前渡 10,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 部活動春季合宿実施に係る事故対策費の資金前渡 20,000

教育庁 立川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払いについて（2月分） 1,032,564

教育庁 立川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 348,958

教育庁 立川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡点検研磨委託 72,900

教育庁 立川高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 著作物使用承諾に要する経費の資金前渡及び精算 25,920

教育庁 立川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成29年度都立立川高校入学者選抜問題の印刷 772,200

教育庁 立川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 生理頭痛薬　外46点の購入 61,620

教育庁 立川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 生理頭痛薬　外46点の購入 62,132

教育庁 立川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生理頭痛薬　外46点の購入 77,047

教育庁 立川高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 174,666

教育庁 立川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 609,666

教育庁 立川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 897,585

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（保健・役務費３月分） 9,668

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（役務費３月分） 14,156

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費）３月分 122,371

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健・一需）３月分 9,554

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教科用図書補助金の支出について（第３回） 202,195

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度通信制職員校内研修会講師謝礼の支出 37,200

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度入学案内（通信制課程）外２点の印刷 152,064

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員謝礼(２月) 27,918

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度通信制課程レポート添削手当の支出　２月 38,021

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタルハンドル身長計の買入れ 119,232

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任契約（２月分） 54,004
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教育庁 砂川高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の買入れに係る経費の支出（資金前渡） 99,200

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「最新時事用語＆問題」外26点の買入れ（２月分） 17,370

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支出について 582,684

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ 276,053

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 後納郵便料金の支出について（２月分） 41,945

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 総合的な学習の時間１年次特別授業講師謝礼 18,800

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,539

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教科用図書補助金の支出について（第４回） 163,030

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 84,150

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　給食費送金手数料の支出 864

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高等学校少林寺拳法選抜大会旅費の支出及び精算 66,544

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 全国高等学校少林寺拳法選抜大会旅費の支出及び精算 70,728

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 回線使用料の支出について（Ｂフレッツ） 10,908

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 205,947

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ３８期生修学旅行実地踏査に係る旅費の支出及び精算 64,184

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 タクシー賃上げ料金の資金前渡（修学旅行実地踏査用） 33,800

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度学習の手引き（通信制課程）外３点の印刷 121,964

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成30年度学習の手引き（通信制課程）外３点の印刷 34,733

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボールカゴ外18点の買入れ 274,330

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プラスチックカード外５点の買入れ 105,300

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検 36,720

教育庁 砂川高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高校少林寺拳法選抜大会に係る旅費の追給 330

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする前渡金の支出（使用料及賃借料） 10,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件（TEEP) 13,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に係る報償費（２月分） 54,004

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件（役務費） 51,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件 60,684

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 読売新聞の購入（新聞事業） 20,384

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 朝日新聞外4点の購入（新聞事業） 147,776

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 145,357

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 少林寺拳法愛好会全国大会参加に伴う旅費（予約金） 31,700

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 少林寺拳法愛好会全国大会に伴う生徒旅費（予約金） 9,500

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 合唱祭における撮影業務委託 50,700

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（２月分） 23,398
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教育庁 昭和高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について 516,715

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員謝礼（３月分） 12,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 進学指導コンサルティング業務委託 197,100

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外6点の筆耕 96,300

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土の購入 278,208

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 3学期1年生対象「小論文講演会」講師謝礼の支出 9,249

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定期異動に係る面接に伴う旅費の支出 65,078

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,506

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砂外1点の購入 98,280

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 2年生対象「小論文講演会・添削講座」講師謝礼の支出 9,249

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 絆創膏外14点の購入 65,124

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第21回全国高校少林寺拳法選抜大会に伴う事故対策費 3,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第21回全国高校少林寺拳法選抜大会に伴う事故対策費 5,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 第21回全国高校少林寺拳法選抜大会に伴う事故対策費 1,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 少林寺拳法愛好会全国大会参加旅費（予約金以外） 39,247

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 少林寺拳法愛好会全国大会生徒旅費（予約金以外） 30,320

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

春季職員研修プログラム受講に伴う負担金の支出 18,500

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 155,590

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 499,884

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援金の支出について 8,464

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 読売新聞の購入（新聞事業） 16,744

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 朝日新聞外4点の購入（新聞事業） 134,320

教育庁 昭和高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット回線利用料 3,888

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校サポートチームの謝礼の支出 3,000

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員の謝礼の支出（第３回） 12,000

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律代金の資金前渡及び精算について 36,720

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウムの購入 51,840

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業謝礼（２月分） 35,673

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続契約の支出について（継続支払） 5,184

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金（光熱水費）3月分 9,990

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）の支出について（２月分） 17,097

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委任支出（２月分） 54,004

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「校内寺子屋」指導員謝礼の支出について（２月分） 110,901

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（保健・一般需用費） 5,441
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教育庁 拝島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（保健・役務費） 4,000

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(自律・役務費) 3月分 47,336

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 自動車雇上げに係る経費の継続支出（３月分） 2,990

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用マスタの購入 140,400

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校案内板設置に伴う謝礼金の支出 10,000

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）３月分 164,594

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外1点の印刷 149,148

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「体力気力鍛錬道場」指導員謝礼の支出(吹奏楽部2月) 6,204

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 吹奏楽部部活動指導員謝礼の支出について（２月分） 31,020

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 508,681

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,805

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,054,460

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベニヤ板の購入 96,740

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外1点の購入 70,556

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費）３月分 127,506

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 859,290

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 修学旅行実地踏査に係る旅費の支出及び精算 141,726

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査に伴う資金前渡及び精算について 44,500

教育庁 拝島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行実地踏査に伴う資金前渡及び精算について 6,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券購入 24,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

大会参加費（陸上競技部） 12,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件（自律・一般需用費）3月分 191,634

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件（指導部・一般需用費）3月分 4,492

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度 少額支払案件（管理・光熱水費）3月分 8,750

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件（自律・役務費）3月分 71,129

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に係る謝礼金の支出（自律）２月分 14,367

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度 少額支払案件（指導部・一般需要費）3月分 4,492

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 データベース検索サービス（2月分） 5,832

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1件の筆耕 100,080

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の契約（概算契約）2月分 28,616

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の契約（概算契約）2月分 720

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医委任契約に伴う経費の支出 54,004

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ホスティングサービス（２月分） 1,080

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ホスティングサービス（２月分） 2,268
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教育庁 東大和高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土外3点の購入 331,020

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業生懇談会の実施に伴う講師謝礼の支出について 45,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 施設使用料（陸上競技部） 24,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学習の手引きの印刷 92,664

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度 電気料金の支払について(2月分) 554,112

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,883

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 借上げバス代（硬式野球部） 276,680

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 施設使用料（陸上競技部） 72,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 春季遠征合宿特別旅費の支出（硬式野球部） 400,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 春季遠征合宿生徒引率に伴う旅費の支出（硬式野球部） 26,077

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 春季遠征合宿生徒引率に伴う旅費の支出（硬式野球部） 73,513

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 春季遠征合宿特別旅費の支出について 51,280

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 春季強化合宿生徒引率に伴う旅費（陸上競技部） 7,634

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピアン選手講演会講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 4,502

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 147,436

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,423

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 施設使用料（吹奏楽部） 104,000

教育庁 東大和高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件（自律・一般需用費）3月分 71,876

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 臓器の買入れ 56,160

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 臓器の買入れ 1,015

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２点の筆耕委託 75,330

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（自律・一需３月分） 2,428

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（地域・一需３月分） 40,000

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（保健・一需３月分） 29,500

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（保健・役務３月分） 25,900

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 野球部の総合運動場使用に係る経費の支出（３月分） 17,280

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ハンドボール部の総合体育館使用に係る経費（３月分） 9,460

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務の報酬の支出について（２月分） 54,004

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域連携推進モデル校事業に係る謝礼金（２月分） 11,840

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金の支払について（２月分） 25,079

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算 84,600

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域連携推進モデル校事業に係る教育活動推進員謝礼金 159,469

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算外部指導員謝礼金の支出（２月分） 24,424
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教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算外部指導員謝礼金（追加分・２月分） 22,987

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域連携推進モデル校事業教育活動推進員謝礼金（追加 73,092

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ハンドボール部の総合体育館使用に係る経費（3-2月分 9,460

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部定期演奏会実施に要する経費 30,000

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に要する経費 30,740

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について　２月分 943,012

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る謝礼金（２月分 14,116

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算外部指導員謝礼金（追加２・３月分） 31,607

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算外部指導員謝礼金（追加・３月分） 17,240

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,295

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（２月分） 22,641

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（２月分） 1,483

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育に係る健康管理ｾﾐﾅｰ講師謝礼金 67,000

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 教科「人間と社会」に係る健康管理セミナー講師謝礼金 38,400

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 地域連携推進モデル校事業に係る謝礼金（３月分） 5,920

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券の購入に係る経費の資金前渡 3,672

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（自律・一需３月分） 151,054

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会委員謝礼金の支出 1,600

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）の業務の委任契約（２月分） 54,004

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業（茶道部）２月分 23,265

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室一般需用費の少額支払（３月分） 39,624

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 55,400

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

大会参加費の支出（３月分） 14,000

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 役務費の少額支払（３月分） 15,184

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般需用費の少額支払（３月分） 117,789

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 618,636

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業（陸上部）２月分 12,408

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業（陸上部）３月分 6,204

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員報償費の支出（第３回分） 3,000

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ケーブル外1点の購入 81,864

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室一般需用費の少額支払（３月分その２） 19,000

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 32,526

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 171,936

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 547,562
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教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室寝具等クリーニング委託の資金前渡及び精算 18,964

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（吹奏楽部）３月分 3,102

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般需用費の少額支払（３月分その２） 176,967

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 光熱水費の少額支払（３月分その２） 11,440

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 333,738

教育庁 東大和南高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 看板の購入 88,560

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 90,288

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出について（一般需用費・３月） 93,766

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件の支出について（役務費・３月分） 65,426

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 580,100

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自転車部機材運搬に係る経費 27,108

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務　報償費支出　2月分 54,004

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ダンス部外部指導員報償費支出（体力気力）　2月分 12,408

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青梅「だるま市」英語ツアーガイドに係る謝礼金の支出 30,900

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員報償費の支出（茶道部・青少年予算）2月分 23,265

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全国高等学校選抜自転車競技大会引率に係る経費 5,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 全国高等学校選抜自転車競技大会引率に係る経費 5,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全国高等学校選抜自転車競技大会引率に係る経費 65,600

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高等学校自転車競技大会生徒引率に係る旅費の支出 113,875

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ウインターロードレース大会第2戦生徒引率に係る旅費 18,076

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れについて（２月分） 12,861

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,801

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部公演実施に伴う付属設備等使用料 51,300

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 600,157

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部公演実施に伴う楽器運搬費用 25,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度全国高等学校選抜自転車競技大会参加料 12,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンのクリーニング費用 66,735

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁の刃研ぎ委託に係る経費 11,664

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検に係る経費 54,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 73,110

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 268,523

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　薬物乱用防止教室講師等謝礼金の支出 39,400

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統・文化に関する教育に係る講師謝礼金の支出 21,101

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 自転車部全国大会生徒特別旅費の支出及び精算について 100,000

829 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 多摩高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 長期社会体験（派遣）研修生に係る旅費の支出について 6,667

教育庁 福生高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 アクティブラーニング教育に係る出張旅費 13,401

教育庁 福生高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導の充実に係る外部指導員報償費の支出 28,733

教育庁 福生高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報酬の支出（２月分） 54,004

教育庁 福生高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件（役務費）に係る前渡金 40,000

教育庁 福生高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件(一般需用費)に係る前渡金 71,294

教育庁 福生高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金の支払について（２月分） 412,956

教育庁 福生高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 消毒用エタノール外23点の購入 62,985

教育庁 福生高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の資金前渡 30,240

教育庁 福生高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制進路懇談会講師報償費の支出 47,000

教育庁 福生高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の継続支払について 25,680

教育庁 福生高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 30,000

教育庁 福生高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について（２月分） 555,385

教育庁 福生高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出（サッカー部）２月分 40,226

教育庁 福生高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点の筆耕委託 117,936

教育庁 福生高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,655

教育庁 福生高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,389

教育庁 福生高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,954

教育庁 福生高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,685

教育庁 福生高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制課程教科用図書補助金の支出 28,108

教育庁 福生高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 サッカー部春季合宿生徒引率旅費 71,700

教育庁 福生高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 定時制課程修学旅行実踏に係る出張旅費の支出 55,478

教育庁 福生高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件(一般需用費)に係る前渡金 158,814

教育庁 福生高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出（ブレイクダンス部） 28,733

教育庁 福生高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出（サッカー部）３月分 37,353

教育庁 福生高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 羽村市生涯学習センターゆとろぎ付属設備使用料 62,300

教育庁 福生高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 給付型奨学金事後給付に係る振込手数料の支出 38,232

教育庁 福生高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入にかかる経費の資金前渡 70,200

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金(ガス料金)の支払い　1月分 552,074

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員(振興予算)謝礼の支出について(２月分) 28,733

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件(3月分) 7,000

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件(3月分) 30,390

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件(3月分) 159,519

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件(3月分) 7,553
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教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1件の筆耕 53,500

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入　2月分 16,211

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度秋留台高産業医委任契約報償費支払について 54,004

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 基礎基本学習個別支援員謝礼の支出について(２月分) 153,400

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる外部指導員の謝礼(２月分) 21,550

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる外部指導員の謝礼(２月分) 21,550

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卓球部部活指導員謝礼の支出について(２月分) 17,240

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 コーラス部部活指導員謝礼の支出について(２月分) 6,735

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師派遣の謝礼支出について 112,800

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

高等学校等奨学のための給付金の支出について 129,700

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 剣道部部活指導員謝礼の支出について(２月分) 25,860

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別教育心理士の報酬の支払いについて(１月分) 77,550

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別教育心理士の報酬の支払いについて(１月分) 77,550

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金(電気料金)の支払い　2月分 562,984

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 弓道部部活指導員謝礼の支出について(１２月分) 47,409

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 弓道部部活指導員謝礼の支出について(２月分) 28,733

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生進路講演会講師謝礼の支払について 3,369

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,508

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホルン外2点の修理 63,504

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外1点の購入 272,160

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 基礎基本学習個別支援員謝礼の支出について(３月分) 93,600

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師派遣の謝礼支出について 14,100

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　被災生徒支援給付金の支出について 3,892

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別教育心理士の報酬の支払いについて(３月分) 46,530

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別教育心理士の報酬の支払いについて 147,345

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 コーラス部部活指導員謝礼の支出について(３月分) 17,958

教育庁 秋留台高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 259,200

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 685,531

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 人事異動面接に係る旅費の支出について 17,390

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務委任契約の継続支払いについて 54,004

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「体力気力鍛錬道場」に係る外部指導員への支出 84,143

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統・文化に係る外部指導員への謝礼の支出 3,878

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費（役務費）（3月分） 50,234

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費(使用料及賃借料)3月分 19,310
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教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費(一般需用費)（3月分) 139,238

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費(保健・役務費)（3月分) 11,500

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費(保健・一般需用費)（3月分) 13,977

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費の支出(3月分) 10,000

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 汚水槽清掃委託 51,840

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スクリーン修繕 165,888

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度ガス料金の支出について（2月分） 1,179,313

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる支援事業に係る指導員への謝礼の支出 98,392

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（2月分） 29,395

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（2月分） 1,440

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 「都立学校土曜日の教育支援体制等構築事業」の支出 89,572

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜教育推進員への謝礼の支出について 155,684

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払（2月分） 749,926

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算に係る部活動外部指導員への謝礼支出 18,612

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 56,000

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 金属バット外7点の購入 193,536

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 金属バット外7点の購入 4,968

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ゼッケンのクリーニング 98,400

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外1件の購入 108,243

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 23,760

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,972

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費（役務費）（3月分2） 5,000

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD外10点の購入 237,341

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 CD外10点の購入 41,580

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防具袋の購入 94,996

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「学校外の学修」説明会講師への謝礼の支出について 6,465

教育庁 羽村高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外5件の筆耕（単価契約） 86,180

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 雨水管清掃業務委託 140,400

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任契約（2月分） 54,004

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 校内寺子屋講師謝礼金の支出（2月分） 51,186

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ウエイトリフティング部部活動指導員謝礼金（3月分） 6,204

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件資金前渡(役務費・3月分) 7,872

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 少額支払案件資金前渡(交際費・3月分) 1,600

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件資金前渡(使用料及び賃借料・3月分) 4,750

832 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件資金前渡(一般需用費・3月分) 56,805

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件資金前渡(給食役務・3月分) 648

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件資金前渡(給食一般需用費・3月分) 8,642

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材に係る経費 13,875

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 31,395

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シンク外1点の購入 147,646

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 89,775

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　プロパンガスの供給(単価契約・2月分) 395,088

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(　月分・概算契約) 28,055

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 47,830

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 679,439

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託２月分 1,413,720

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士の継続支払について（全日制） 7,755

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 吹奏楽部部活指導員謝礼金（3月分） 29,082

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 華道部部活動指導員謝礼金の支払（3月分） 5,817

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 全日制校外学習における施設使用料に係る経費 32,400

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 プログラムチャイムの移設 142,749

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ディスクの購入 62,208

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ハンドタオル外24点の購入 156,859

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士謝礼金の支出（3月分） 93,060

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件資金前渡(一般需用費・３月分)２ 210,000

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士の継続支払について（全日制） 7,755

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,938

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 薬品戸棚外3点の購入 123,876

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテン外3点の購入 379,080

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の資金前渡及び精算について 32,400

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 11,288

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 98,496

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 85,800

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 42,444

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 14,677

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 32,724

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マグネットシート外25点の購入 24,897

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 電話料金(大口割引)の年間継続支払(２月分) 666
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教育庁 五日市高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ外6点のクリーニングに係る経費 9,180

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 茶道部部活動指導員謝礼金の支出（3月分） 5,817

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 色上質紙の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 9,072

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算について 86,100

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬に係る経費の資金前渡及び精算について 81,000

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,014

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定 307,800

教育庁 五日市高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 966,098

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存食材の購入経費（３月分） 12,880

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 メトロミックス外２件の購入 124,243

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 車検に伴う自賠責保険料並びに重量税の支出及び精算 17,350

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 車検に伴う自賠責保険料並びに重量税の支出及び精算 13,200

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,180

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 152,900

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 放送室音声卓修繕 137,700

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 プラグタップ組立の購入 118,810

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件に係る前渡金（役務費） 6,867

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費） 162,124

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 色上質紙外２件の購入 64,594

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 楽器の修繕 108,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 培養土の購入 35,640

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 培養土の購入 16,200

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「発達と保育」短期市民講師謝礼金支出（２月） 18,800

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本文化伝統教育推進外部指導員報償費・日本文化２月 23,265

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 26,277

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 冷水機点検整備委託 159,300

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 特定自主検査委託 117,720

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点筆耕委託 89,400

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外５件の購入 52,369

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生委員会（産業医）業務の支出について（２月） 63,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「介護福祉援助技術」短期市民講師謝礼支出２月 27,339

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制「社会生活と福祉」短期市民講師謝礼金・２月 36,449

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の報償費の支出（定時制）3回目 3,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の報償費支出について・全日制３ 6,000
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教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費支出について・ソフトボール２ 6,204

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリ・パラ教育推進に関わる外部指導員支出・ソフト２ 12,408

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度御岳演習林宿舎管理委託の支払い 17,280

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 実業意欲向上プログラムに伴う支払案件の資金前渡 50,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

男子・女子バドミントン部大会参加費の支出について 14,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 温風機外1点修繕 55,468

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小型貫流ボイラー点検整備委託 187,704

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自動車定期点検整備及び検査代行業務委託 43,740

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動車定期点検整備及び検査代行業務委託 8,660

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学の手引の印刷 225,957

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ボイラー外1件法定点検整備委託 284,796

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 堆肥の購入 90,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 枯枝撤去作業委託 49,248

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,751

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立青梅総合高等学校給食調理業務委託　月分 1,432,080

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて　1月分 1,094,188

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動カンナ刃外３件の目立研磨費用の支出について 30,240

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,734

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 東日本高等学校弓道大会参加生徒引率旅費及び生徒旅費 42,258

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 東日本高等学校弓道大会参加生徒引率旅費及び生徒旅費 189,700

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ウッドクラフト用消耗品購入に伴う資金前渡について 30,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 修繕費用の資金前渡について 64,260

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 グラウンド用砂購入資金の前渡金について 21,060

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東日本高等学校弓道大会参加費の支出について 20,000

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,291

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制「職業講話」講師謝礼金の支払いについて 16,701

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる外部指導員報償費支出・日本文化華道２ 3,878

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金の支出・日本文化茶道２月 3,878

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費支出・日本文化琴　２月 3,878

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン外4件購入契約（単価契約）の支払い 196,169

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 535,554

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 745

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 867,740
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教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 動力のこぎり修繕 10,800

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 木工機械点検整備委託 261,144

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 包布外7点クリーニング 14,580

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング 214,215

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「保健講話」講師謝礼金の支出について 24,064

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「人間と社会」講師講演会謝礼金支払について 16,701

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制「卒業生の話を聞く会」講師謝礼金支払について 6,466

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 定時制「卒業生の話を聞く会」講師謝礼金支払について 12,932

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,025,079

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,513

教育庁 上水高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 68,705

教育庁 上水高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 選抜用評定等確認表送付に伴う料金別納郵便に要す経費 20,000

教育庁 上水高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 関東近県高校選抜剣道大会生徒引率に伴う旅費の支出 12,188

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検に要する経費の資金前渡及び精算について 43,200

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る謝礼金　勉強部 52,800

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 表現科目における短期市民講師報償費の支出（２月分） 109,347

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 小論文特別講座（１・２年次）の実施に伴う講師謝礼 41,200

教育庁 上水高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る謝礼金　小論文 8,800

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度ガス料金の支払いについて（2月分） 343,676

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に要する経費の資金前渡及び精算について 43,200

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 39,504

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 61,900

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 12,120

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 19,786

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 31,000

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金（スポーツ特別強化校）の支出 20,113

教育庁 上水高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業謝礼金（２月分） 100,428

教育庁 上水高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 剣道部遠征に伴う貸切バスに係る経費の支出 198,400

教育庁 上水高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 剣道部遠征に伴う貸切バスに係る経費の支出 864

教育庁 上水高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支出（２月分） 18,229

教育庁 上水高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 218,700

教育庁 上水高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 バスケットゴール点検清掃委託 50,000

教育庁 上水高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（２月分） 13,104
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教育庁 上水高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 707,675

教育庁 上水高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 春の高校伊那駅伝参加に伴う旅費の支出 21,460

教育庁 上水高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 春の高校伊那駅伝参加に伴う旅費の支出 16,830

教育庁 上水高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 小論文特別講座（１・２年次）の実施に伴う講師謝礼 20,600

教育庁 上水高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,854

教育庁 上水高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 第２７回春季錬成大会参加に伴う旅費の支出 38,856

教育庁 上水高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第２７回春季錬成大会参加に伴う旅費の支出 288,640

教育庁 上水高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼金の支出（第３回） 9,000

教育庁 上水高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る謝礼金　勉強部 35,200

教育庁 上水高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 166,320

教育庁 上水高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 表現科目における短期市民講師報償費の支出（３月分） 150,351

教育庁 上水高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 キャリアガイダンスブックⅠ外３点の印刷 198,600

教育庁 上水高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会に伴う附属設備使用料の支出 20,000

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 照明灯外２１点の購入 256,176

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 照明灯外２１点の購入 33,555

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　ガス料金の支払について（２月分） 906,773

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務委任契約の報償費の支払（２月分） 54,004

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ナットドライバー外９点の購入 365,126

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数少額支払案件(役務費） 5,671

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数少額支払案件(保・役務　３月分） 13,548

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金の支払（体力気力予算）２月分 55,836

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼金の支払（青少年予算）２月分 54,285

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼金の支払（自律経営推進予算）２月分 66,306

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（２月分） 27,178

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算について 120,400

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外４点の購入 61,128

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外４点の購入 79,164

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 パーテーション外４点の購入 51,624

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの買入れ 187,704

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 534,349

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル法対象物品の処分に要する経費 3,672

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ビュレット台外１０点の購入 286,254

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハイトゲージ外１点の購入 131,673

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アセチレンガス外６点の購入 84,186
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教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アセチレンガス外６点の購入 102,643

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 エコアクション２１中間審査に係る経費 81,266

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第３回ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ推進委員会に係る協議委員謝礼の支払 26,390

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支払について（２月分） 964,740

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,670

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 家庭科用包丁研ぎ代金の資金前渡及び精算について 20,412

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 家庭科用ミシン点検整備代金の資金前渡及び精算 43,200

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 数値制御処理装置点検委託 276,480

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 内燃機関性能総合実習装置外１件点検委託 208,440

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外１点筆耕委託 44,020

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　ガス料金の支払について（３月分） 717,699

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算について 19,800

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 写真部スタジオ撮影会の実施に伴う施設使用料の支出 21,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 第２回写真部スタジオ撮影会に伴う施設使用料の支出 15,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 91,161

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 17,350

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 18,900

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 犬の一胎子登録に要する経費の支出について 11,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材の購入及び保存食経費(3月分) 17,670

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ビニールハウスの修繕 50,662

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（生活デザイン科：視覚障害） 9,394

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（畜産：トリミング実習） 18,432

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 飼料外12件の買入れ(単価契約)　2月分 440,867

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾牧草外1件の買入れ(単価契約)　2月分 195,588

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29定時制教育修業指導事業参加費補助金の交付について 1,560

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金(一般需用費・自律)3月分 305,731

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 実業意欲向上予算の一般需用費に係る前渡金(3月分) 66,544

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（役務費）３月分 7,388

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 常時必要とする資金（役務費・小動物治療費）３月分 3,600

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（給食役務費）３月分 1,050

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金（光熱水費）３月分 21,630

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 常時必要とする資金（役務費・家畜治療費）3月分 23,420

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 115,526

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 39,680
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教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 24,600

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委任契約に伴う継続支払 54,004

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 華道部外部指導員謝礼金の支払い（２月分） 15,510

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ダンス部外部指導員謝礼金の支払い（２月分） 12,408

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 定時制特別支援教育心理士謝礼金の支払い（２月分） 46,530

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 グラニュー糖外29件の買入れ 82,563

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計の購入 58,924

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鶏卵外8件の買入れ 47,653

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外3件の買入れ 18,792

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外3件の買入れ 10,704

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外3件の買入れ 24,705

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 飼料の買入れ 130,273

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 オガクズの買入れ 79,930

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 61,800

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 282,744

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入（単価契約）２月分 432,207

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 弓道部外部指導員謝礼金の支払い（２月分） 12,408

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 茶道部外部指導員謝礼金の支払い（２月分） 7,755

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 茶道部外部指導員謝礼金の支払い（２月分） 7,755

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業土曜教育推進員謝礼金 51,184

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車車検点検整備代金・諸費用の資金前渡 125,505

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車車検点検整備代金・諸費用の資金前渡 46,300

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車車検点検整備代金・諸費用の資金前渡 12,500

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 全日制卒業生講演会講師謝礼の資金前渡及び清算 26,600

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ(概算契約)2月分 31,079

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 駐輪場管理委託（３学期・２月分） 16,200

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（生デ：ＣＡＤ実習）の支払 14,100

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 102,220

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 23,970

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車車検に伴う点検整備代金・諸費用の資金前渡 25,200

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度定時制課程教科用図書補助金の交付について 6,123

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について（2月分） 1,567,762

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾牧草外1件の買入れ(単価契約)　3月分 78,452

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時必要とする資金（光熱水費）３月分その２ 33,095
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教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,229

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡及び精算について 92,400

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（食品科：和菓子特別講座） 9,400

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 50,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 実業意欲向上予算の一般需用費に係る前渡金(3月分2) 52,761

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野菜種子外70件の買入れ 100,402

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野菜種子外70件の買入れ 57,904

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 飼料の買入れ 65,689

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 牛床マット外3件の買入れ 164,527

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 食品安全衛生検査委託 14,256

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 飼料外12件の買入れ(単価契約)　3月分 706,238

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 定時制特別支援教育心理士謝礼金の支払い（３月分） 15,510

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 華道部外部指導員謝礼金の支払い（３月分） 7,755

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 弓道部外部指導員謝礼金の支払い（３月分） 12,408

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物（汚泥）の収集運搬委託（単価契約） 136,080

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 乳牛の削蹄 40,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 畜産科学科浄化槽沈殿槽清掃委託 151,200

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業指導員報償費（２月） 49,632

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費3月分) 135,530

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 蔵書点検器具の借入れ 34,992

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医選任に係る報償費支出（２月分） 54,004

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業指導員報償費の支出（２月分） 42,754

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算に係る指導員報償費支出（２月） 7,755

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,288

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,973

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡一般需用費3月2回目 204,051

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(保健・一需3月分) 5,000

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリパラ教育予算に係る部活動指導員報償費（２月分） 15,510

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度海外語学研修生徒引率旅費の支出及び精算 1,574,218

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成２９年度海外語学研修生徒引率旅費の支出及び精算 259,736

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 高１学年海外語学研修に係る携帯電話借上げ料 5,832

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 高１学年海外語学研修に係る携帯電話借上げ料 52,128

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 高１学年海外語学研修に係る施設入場料 15,120

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 高１学年海外語学研修に係る通信機器借上げ料 16,200
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教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 高１学年海外語学研修に係る通信機器借上げ料 18,840

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 視力検査装置外30点の購入 359,575

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 210,258

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 376,520

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 高1学年英語技能検定試験受験料 923,360

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用寝具クリーニング 32,713

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外2点の購入 129,600

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外2点の購入 142,506

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 姉妹校交流用ハンカチタオルの購入 176,904

教育庁 武蔵高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 687,476

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る経費（役務費）3月分 42,191

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員謝礼金の支出について 9,306

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年課外活動支援事業外部指導員謝礼金 15,510

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務代金の継続支払について 54,004

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カメラの購入 96,768

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ等のクリーニング代の資金前渡及び精算について 7,495

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員謝礼金の支出 3,200

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部人材による自主学習新事業の年間支出登録について 77,358

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自習室学習灯の取付及び配線作業 155,000

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自習室学習灯の取付及び配線作業 50,200

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 225,988

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案に係る経費（一般需用費） 40,747

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 150,820

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 小菊懐紙外8点の購入 60,414

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 小菊懐紙外8点の購入 7,074

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外2点の購読 36,449

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外2点の購読 10,029

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,824

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 778,872

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードの購入 93,960

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 窓空き封筒外１点の購入 87,480

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外１点の購入 392,040

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 画鋲外４点の購入 187,088

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２点の筆耕 61,000
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教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年保健講演会講師謝礼金の支出について 24,064

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に伴う役務費の支出及び精算について 3,500

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に伴う役務費の支出及び精算について 6,440

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う役務費の支出及び精算について 29,750

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 郵券の購入に伴う役務費の支出及び精算について 19,880

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 教科指導体制のアセスメントに係る業務委託 270,000

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処分委託に伴う費用の資金前渡 27,216

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都高等学校被災生徒支援給付金の給付（第4回） 15,180

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ等のクリーニングに伴う費用の資金前渡 7,711

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３件の筆耕委託 59,750

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書類整理箱の購入 13,003

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費（青少年支援事業2月分） 34,122

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援事業報償費の支出（2月分） 52,929

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 49,019

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る資金前渡について 45,000

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の購入に係る資金前渡について 33,225

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 グリストラップ清掃業務委託 33,480

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 グリストラップ清掃業務委託 32,400

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学選抜用評定確認表の送付に係る資金前渡について 19,600

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡について（一般需用費） 99,012

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払い案件に係る資金前渡について（役務費） 38,944

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費７月分より支払（2月分） 54,004

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育に伴う教材の購入（３） 9,208

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テニスラケットのガット張替修理 19,733

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校「大学生による受験指導」報償費の支出２月 6,108

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校「大学生による受験指導」報償費の支出３月 24,429

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡点検委託 77,760

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 蔵書点検機器賃借にかかる資金前渡について 21,600

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 蔵書点検機器賃借にかかる資金前渡について 4,752

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託 9,720

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 378,864

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,715

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 545

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 教室用カーテン洗濯委託 21,254
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教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌（世界外24点）の購入に係る支払いについて2月分 20,223

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の購入（５） 64,800

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,606

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシン点検委託 64,800

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡について（3月分その2） 101,211

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 283,998

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 103,558

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 323

教育庁 小金井北高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 新電力導入に伴う電気料金の支払いについて（2月分） 387,366

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　第3回学校運営連絡協議会謝礼 9,000

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件(役務費)　3月分 864

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 126,410

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 285,921

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡について 19,802

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 127,223

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度常時資金の準備を要する経費(交際費)3月分 5,000

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度入学案内の印刷 103,032

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外1点の筆耕(電子調達) 81,640

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼（青少年）2月分 23,265

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生委員(産業医)業務継続支払　2月分 54,004

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ブックラックの購入 75,600

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 17,798

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援試行事業のチューター謝礼(2月分) 54,965

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入(電子調達) 208,116

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼（自律）2月分 13,959

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 437,231

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック講演会講師謝礼 36,096

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,956

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,993

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砂外１点の購入 280,800

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 グランドピアノ外1点の調律 56,160

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する資金の支出及び精算について 40,000

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る資金前渡について 50

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テニスコート用砂の購入 108,000
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教育庁 保谷高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁外１点の刃とぎについて 35,500

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プロジェクターの修繕 76,680

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 過年度分旅費の過誤払いによる差額の支給 64

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コンロの修繕に要する経費の支出について 63,612

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する資金の支出及び精算について 27,840

教育庁 保谷高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡について 66,810

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

春期教育セミナーの参加に係る経費 38,000

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 研磨代金の支払い 19,116

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動面接の実施に伴う旅費 14,544

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プールロボットの修理 151,200

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書ホルダーの購入 160,480

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌購入 18,369

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット接続委託 16,200

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの購入 105,840

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 96,593

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 51,840

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 172,791

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

春季教育研究セミナーの参加に係る経費 19,000

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報酬の支払いについて 54,004

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度自律経営推進予算に係る謝礼金（2月分） 102,366

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業謝礼金（2月分） 31,020

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度「体力気力鍛錬道場」事業謝礼金（2月分） 31,020

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育館緞帳リミットスイッチの修理 399,600

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ヘルメット外3点の購入 71,340

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払い（２月分） 722,642

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 琴の糸締め直しに係る経費 19,440

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 クリーニングに係る経費 17,129

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 陸上部の校外施設利用に係る経費 6,300

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,197

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パネル外5点の購入 65,988

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パネル外5点の購入 24,105

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡の点検 97,200

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 21,000

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育の講演会実施に伴う謝礼金 24,064
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教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ﾃﾆｽ部ｺｰﾄ使用に係る経費 15,600

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部演奏会の実施に伴う付帯設備使用料 40,400

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,619

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ﾐｼﾝの点検係る経費 21,600

教育庁 久留米西高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 衝立外9点の購入 98,625

教育庁 田無高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出について　１月分 54,004

教育庁 田無高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピアノの調律に係る経費の資金前渡及び精算について 5,400

教育庁 田無高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律に係る経費の資金前渡及び精算について 39,960

教育庁 田無高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡　３月分 109,457

教育庁 田無高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入に係る代金の資金前渡及び精算について 12,116

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）１２月分 26,981

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）１２月分 675

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）１月分 24,011

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）１月分 675

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）２月分 25,281

教育庁 田無高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）２月分 1,458

教育庁 田無高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第3回学校運営連絡協議会協議委員謝礼金 12,000

教育庁 田無高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算に係る部活動外部指導員謝礼金２月分 111,478

教育庁 田無高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 331,747

教育庁 田無高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 掛布団カバー外１点の洗濯に係る代金の資金前渡 3,078

教育庁 田無高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,295

教育庁 田無高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,232

教育庁 田無高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 7,375

教育庁 田無高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,692

教育庁 田無高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 3,941

教育庁 田無高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 559,315

教育庁 田無高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外４点の筆耕委託 114,480

教育庁 田無高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 276,480

教育庁 田無高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 合唱コンクール用消耗品の購入に伴う経費の資金前渡 79,200

教育庁 田無高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 合唱コンクール用消耗品の購入に伴う経費の資金前渡 702

教育庁 田無高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 自律経営推進予算に係る部活動外部指導員謝礼金３月分 127,182

教育庁 田無高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健関係書籍２点の購入に係る代金の資金前渡 8,262

教育庁 田無高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う経費の資金前渡及び精算について 72,200

教育庁 田無高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 舌圧子外21点の購入 50,128
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教育庁 小平高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）委任契約報償費継続支払2月分 54,004

教育庁 小平高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業報償費（２月分） 25,633

教育庁 小平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に対する謝礼金の支出（２月分） 3,878

教育庁 小平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に対する謝礼金の支出（２月分） 11,633

教育庁 小平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 44,126

教育庁 小平高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 遠隔パソコン文字通訳業務委託（単価契約）２月分 64,800

教育庁 小平高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）２月分 15,237

教育庁 小平高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）２月分 2,727

教育庁 小平高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,952

教育庁 小平高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 520,364

教育庁 小平高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵便切手等の購入に伴う経費の資金前渡 59,600

教育庁 小平高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入に伴う経費の資金前渡 36,580

教育庁 小平高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ＪＩＣＡ国際協力出前講座実施に係る謝礼金の支出 121,223

教育庁 小平高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 526,215

教育庁 小平高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計の買入れ 59,875

教育庁 小平高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡の修理 79,920

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費3月分） 6,668

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（光熱水費3月分） 5,000

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる事業に係る外部指導員謝礼の支出 41,877

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務に係る報償費の支出について 54,004

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル自動体重計の購入 58,924

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費３月分） 57,682

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費３月分） 137,434

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 109,090

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞教室実施に伴う施設使用料の資金前渡 3,132

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットの接続（２月分） 10,800

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 69,660

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,510

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 進路講演会の講師謝礼の支出について 26,582

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 632,057

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽フェスティバルに伴う施設使用料の資金前渡 60,480

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 186,012

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 研究紀要の印刷 71,280

教育庁 小平西高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリ・パラ教育講演会に伴う謝礼金の支払い 142,200
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教育庁 小平西高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 マイクロバスの借上 68,580

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員謝礼金の支出（第３回分） 3,000

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度常時必要とする前渡金の準備(交際費)3月分 1,779

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 168,130

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 50,919

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 15,492

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 12,200

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 12,000

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金準備（３月分） 10,000

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理（産業医)業務委任契約(2月) 54,004

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（２月分） 21,996

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球ネット外４点の買入れ 159,840

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員の謝礼支出（自律経営推進予算）(2月分) 28,112

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 携帯用コンピューター外２点の買入れ 154,872

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 水泳部屋内プール使用に伴う施設使用料の支出(３月分) 14,800

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,211

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 浴衣外６点の買入れ 62,985

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 浴衣外６点の買入れ 89,392

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 485,353

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 人事異動に伴う面接及び事務引継のための旅行依頼旅費 28,403

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学力向上冊子外２点の印刷 170,424

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 映像投影機の修理 66,096

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 135,656

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 165,078

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部演奏会実施に伴う付属施設使用料の資金前渡 72,850

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 人工芝の買入れ 120,528

教育庁 東村山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ビームピストル銃外２点の買入れ 181,440

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 富士・箱根現地調査に伴う旅費の支出 19,400

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 富士・箱根現地調査に伴う旅費の支出 107,280

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律/一需3月分） 127,911

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自律/役務3月分） 52,072

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（自律/使用料3月分） 5,000

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 426,605

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29安全衛生管理業務(産業医)業務に係る報償費の支払い 54,004
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教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29自主学習支援指導員謝礼金の支払い（2月分） 79,392

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 修学旅行に伴う携帯電話代に係る資金前渡および精算 17,000

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴うタクシー代に係る資金前渡および精算 54,520

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う施設入場料に係る資金前渡および精算 3,120

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度修学旅行生徒引率に伴う旅費の支出について 1,118,540

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行に伴う事故対策費に係る資金前渡および精算 30,000

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェア外1点の購入に伴う資金前渡及び精算 10,800

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ソフトウェア外1点の購入に伴う資金前渡及び精算 16,200

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出について 106,340

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学選抜印刷 839,160

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 145,018

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕業務委託 115,200

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 体育館床清掃委託 70,200

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 オーストラリア語学研修施設入場料資金前渡および精算 10,400

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 オーストラリア語学研修携帯電話代資金前渡及び精算 12,296

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の買入れ（概算契約） 24,651

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 著作権業務手数料に係る資金前渡及び精算について 6,480

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29青少年を育てる課外活動外部指導員謝礼金（2月分） 51,183

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29オリンピック・パラリンピック教育講演会謝礼 50,642

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 オーストラリア語学研修旅行生徒引率に要する旅費 560,888

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 49,385

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語教育推進校における校内研修講師謝礼金の支払い 16,701

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 566,356

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 16,881

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 29,541

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 14,008

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 12,032

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 12,661

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 16,881

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ソフトウェアライセンスの購入に伴う資金前渡及び精算 32,184

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 保健講話講師謝礼金の支払い 8,441

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,809

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ外5点のクリーニング代金資金前渡及び精算 17,089

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 26,937

848 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 714,202

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 霞ヶ浦現地調査に伴う借り上げバス代の支出 23,527

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 霞ヶ浦現地調査に伴う借り上げバス代の支出 124,293

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 18,000

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砂外1点の購入 191,840

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 国語の自校作成問題における著作権料の支払について 74,916

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 8,841

教育庁 国分寺高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 109,244

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）にかかる継続支払（２月分） 15,290

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金にかかる前渡金について（3月分） 4,950

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 4,560

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 50,190

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 1,492

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 2,516

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分） 380

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（３月分） 30,300

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（３月分） 16,000

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（３月分） 8,852

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空気環境測定委託 118,800

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業に係る指導員報償費 41,877

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 654,721

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 机外６点の購入 280,692

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 机外６点の購入 17,651

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ミシンの点検 90,720

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドゴールポスト外４点修理 178,200

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興予算に係る指導員報償費（2月分） 12,408

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分②） 22,000

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 72,057

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（３月分②） 35,000

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 147,855

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度 産業医への報償費の継続支払について 54,004

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託に係る経費の支出について 272,160

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育推進事業委員報償費支払（3月分） 4,500

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 普通科中堅校外部指導員報償費（2月分） 72,268
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教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,414

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第21回全国高等学校少林寺拳法大会出場・引率旅費 35,332

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第21回全国高等学校少林寺拳法大会出場・引率旅費 230,104

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第21回全国高等学校少林寺拳法大会出場・引率旅費 51,128

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 678,613

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 291,924

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ネット外４点の購入 33,210

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ネット外４点の購入 73,440

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ネット外４点の購入 39,204

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員会に伴う報償費 1,600

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 180,319

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 タブレット端末通信料の代金の支出について（2月分） 6,374

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 石灰岩ダストの購入 53,460

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（３月分③） 11,411

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 床ワックス塗布委託 190,467

教育庁 清瀬高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金（第4回分）の支出 17,404

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度体育施設使用に要する経費の資金前渡 3月分 12,000

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健/一般需用費　３月分） 24,749

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（学校保健給食費/役務費）3月分 16,000

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律予算/役務費）3月分 90,325

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自立経営推進/一般需用費　３月分） 112,927

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度体育施設使用に要する経費(屋外部活動)3月 41,900

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学選抜に係る選抜用評定等確認表の郵送代 19,440

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット回線接続サービス（２月分） 16,200

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務の報償費の支出について　2月分 54,004

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業の謝礼金の支出2月分 24,816

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 41,040

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第２学年球技大会の校外実施に伴う施設使用料 6,800

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読に伴う年間継続支払（２月分） 21,904

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼金の支出について　２月分 69,020

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マスターの購入 140,400

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会委員謝礼金（第３回分） 9,000

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 229,645

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,276
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教育庁 小平南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３点の筆耕 82,500

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,540

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,987

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,062

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,204

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡点検委託 90,720

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬費の資金前渡及び精算について 32,400

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 303,764

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 特殊自動車の修理 217,533

教育庁 小平南高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 349,660

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律代金の資金前渡及び精算について 25,920

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入(図書館・オリパラ) 59,090

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍の購入(図書館・オリパラ) 20,822

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外3件の筆耕 82,800

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機用フィルター外4点の購入 168,955

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 グラウンド用砂の購入 129,600

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費)3月分 94,192

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29少額支払案件に係る資金前渡(役務費)3月分 3,033

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29少額支払案件に係る資金前渡(使用料及賃借料)3月分 16,200

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油（光熱水費）購入経費の資金前渡及び精算 7,644

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年課外活動支援事業謝礼金支出(2月分) 94,611

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員の謝礼金支出について(2月分) 35,673

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)報償費の支出(2月分) 54,004

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 消毒用エタノール外28点の購入 156,956

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い 564,476

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放運営委員会に伴う報償費の支出 3,200

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,209

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,749

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室物品ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ経費の資金前渡及び精算について 14,620

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業生講演会実施に伴う講師謝礼金の支出について 22,450

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線接続使用料支払に伴う資金前渡(2月分) 5,832

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 335,510

教育庁 東村山西高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代金の資金前渡及び精算について 54,720

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダの購入 147,465
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教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入について 6,270

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食保存食及び保存食材に係る経費（3月分） 15,525

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度全日制修学旅行実踏ﾀｸｼｰ借り上げ代の支出 88,400

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 新聞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ接続ｻｰﾋﾞｽ契約 5,832

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブ使用料の支出 48,222

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 95,783

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 124,956

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 42,590

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 2,527

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等のクリーニング委託（単価契約）2月分 1,300

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医報償費の支出(2月分) 54,004

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度青少年課外活動外部指導員報償費支出2月分 66,693

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度産業社会と人間(全)実施に伴う講師謝礼支出 33,402

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 H29学校給食調理業務委託(単価契約)に伴う支払 790,398

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 サブグラウンドライトの角度調整 146,880

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 東京都教員研究生の旅費の支出について（1～2月分） 3,052

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）2月分 13,593

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　全日制修学旅行実地踏査に伴う確定払旅費 165,580

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員会委員報償費支出 3,200

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　全日制修学旅行に伴う旅費の支出について 777,577

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度自律予算部活動外部指導員報償費支出2月分 350,555

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用放送機器の修理 96,120

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 4,180

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成29年度　海外出張に伴う旅費の支出について 98,577

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 姉妹校提携に係るｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ経費の支出について 100,000

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木の剪定 259,200

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る資金前渡（3月分②） 63,404

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,639

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 674,743

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,264

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 182,388

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 41,029

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 273,266

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程教科用図書補助金の支出(第３回) 13,016
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教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程夜食費補助金の支出(第3回) 30,000

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度定時制「卒業生講話」の実施に伴う講師謝礼 20,474

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 海外出張に伴う旅費の支出について 221,423

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 海外出張に伴う旅費の支出について 56,253

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 海外出張に伴う旅費の精算について 1,037

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 式次第用紙外19点の購入 202,217

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食等の支出及び精算（3月分） 18,448

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 製図機の点検調整 194,400

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（給食・一般需用） 29,700

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（保健・役務費） 2,898

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一需　3月分） 29,596

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学選抜用の書類郵送経費の支出及び精算について 4,000

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出について 11,529

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）継続支払（2月分） 1,322,438

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 15,917

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一需　3月分-2） 20,000

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル身長計の購入 64,260

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コンプレッサーエアードライヤーの修理 111,963

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 出退勤システムの移設及び調整 185,976

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タッチペン外9点の購入 156,988

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器洗浄機の修理 81,216

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鋼板外12点の購入 214,250

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 78,122

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル身長計の買入れ 86,400

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（自律・使用料賃借料・２月分） 12,854

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律・役務費・２月分） 44,832

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件（管理・光熱水費・３月分） 2,118

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理・一般需用費・３月分） 21,776

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律・一般需用費・３月分） 18,950

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費の支出について（３月分） 2,000

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に伴う費用の支出及び精算について 30,240

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に係る代金の支出 54,004

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砥石直し外12点の買入れ 123,238

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 92,075
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教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 平成２９年度庁有車の継続検査経費の支出及び精算 22,800

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成２９年度庁有車の継続検査経費の支出及び精算 18,450

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ仕様ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚ-ﾄ変更に要する経費 28,810

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）の支出 14,968

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度学校運営連絡協議会協議委員謝礼金の支出 12,000

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第2回学校サポートチーム委員謝礼金の支出 12,000

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第3回防災教育推進委員会委員謝礼金の支出 12,000

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外９点の筆耕 82,317

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 照明外９点の買入れ 183,600

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スネアドラム外１点の買入れ 95,040

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノブスター外24点の買入れ 152,107

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 33,751

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,709

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 特定分野教育(機械科講演会)に係る講師謝礼金の支出 21,550

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 690,328

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 351,957

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 335,314

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 赤松外３点の買入れ 69,487

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マスター外１点の買入れ 82,080

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検に係る点検整備 140,645

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 帯のこ盤の調整・整備・修理 56,160

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う役務費の支出及び精算について 84,000

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペンキ（白）外１６点の買入れ 141,156

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍『ソラリス』外１４５点の買入れ 181,297

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍『ソラリス』外１４５点の買入れ 9,466

教育庁 田無工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ふるい砂外３点の買入れ 254,340

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一需　３月分） 217,015

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼の支出について（合唱部） 24,816

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員謝礼の支出について（卓球部） 18,612

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出について 15,550

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医報償費の支出 63,000

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする経費の資金前渡（タクシー雇上）3月分 4,250

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする経費（部活動・施設使用料）3月分 13,400
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教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学選抜用の書類郵送経費の支出及び精算について 24,000

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 管理用郵券購入に係る資金前渡及び精算について 162,500

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約（２月分） 39,960

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出について 7,344

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士謝礼の支出（２月分） 54,285

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サイエンスワークショップ実施に伴う入場料の支出 8,800

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,275

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 エタノールの購入 82,494

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理系教育講演会講演謝礼の支出 25,052

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,477

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 8,650

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイムラプスカメラ外8点の購入 144,698

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,353,174

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 窒素ガス外3点の購入 87,048

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（一需　３月分） 106,333

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 科学技術アドバイザー授業講師謝礼の支出 63,394

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 61,488

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 課題研究発表会講評謝礼の支出 68,422

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 666,765

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 下水検査委託（３月実施分） 43,200

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 シンガポール研修発表会講評謝礼の支出 24,064

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外６点の筆耕 53,902

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベンチの購入 83,160

教育庁
多摩科学技術高等
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 335,227

教育庁 神代高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食の保存食・保存食材の支出に係る資金前渡 16,968

教育庁 神代高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（人事異動面接に伴う旅費） 28,080

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・一需・３月分） 246,015

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健・一需・３月分） 10,921

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（給食・一需・３月分） 2,764

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 グリーンホール附帯設備使用料（全日制卒業式） 65,400

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 卒業式実施に伴うタクシー代利用料の支出について 9,000

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年課外活動支援事業の外部指導員謝礼（２月分） 15,510

教育庁 神代高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の経費の支出（２月分） 54,004

教育庁 神代高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 緊急タクシー代に係る資金前渡（3月分） 1,050
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教育庁 神代高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 使用料及賃借料（施設使用料・運動部） 11,600

教育庁 神代高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 487,094

教育庁 神代高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制課程学校給食調理業務委託料の支出（２月） 771,120

教育庁 神代高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出 2,742

教育庁 神代高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃薬品収集運搬・処分委託 21,600

教育庁 神代高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃薬品収集運搬・処分委託 33,588

教育庁 神代高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（２月分） 761,106

教育庁 神代高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,794

教育庁 神代高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 65,560

教育庁 神代高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 バドミントンコート外１件の塗装 360,720

教育庁 神代高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 荷物運搬に伴うタクシー代利用料の支出 7,000

教育庁 神代高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出（２月分） 127,329

教育庁 神代高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会の謝礼の支出（全日制課程） 9,000

教育庁 神代高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ホテルパン外１１点の購入 180,144

教育庁 神代高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,853

教育庁 神代高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の追（異動者面接分） 6,290

教育庁 神代高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入代の支出 9,970

教育庁 神代高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 209,178

教育庁 神代高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物等収集運搬・処分委託 32,400

教育庁 神代高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物等収集運搬・処分委託 108,000

教育庁 神代高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「るるぶ東京’１９　ちいサイズ」外５７点の購入 54,295

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 113,724

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 219,726

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 なぎなた全国大会引率旅費の支出 19,310

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 なぎなた全国大会参加旅費の支出 8,710

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 13,392

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る前渡金の支出 123,800

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に対する報償費の支出 54,004

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統等の良さを発信する能力等育成事業報償費 6,204

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出 21,812

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援外部指導員報償費の支出 65,147

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 奉仕体験講座謝礼の支出 2,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 54,559

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 23,381
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教育庁 調布北高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る前渡金の支出 20,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入（３月分） 45,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給（単価契約）の支出について 314,426

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて 566,883

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 課外活動支援事業に係る報償費の支出 18,612

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 116,254

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る前渡金の支出 87,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出 54,285

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援外部指導員報償費の支出 59,039

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 78,210

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 芸術鑑賞会入場料の支出 29,912

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会謝礼の支出 3,200

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 480,632

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統等の良さを発信する能力等育成事業報償費 27,143

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について（3月分） 31,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,836

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 音楽部定期演奏会会場付帯設備使用料の支出 84,400

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の交付について(第4回) 3,392

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度外部講師による講習の業務委託 62,138

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査代の支出 18,000

教育庁 調布北高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活動指導員報償費の支出 126,989

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律の支出及び精算 45,360

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 普通科中堅校における学習指導等に係る研修委託 297,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 136,252

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度生勉強合宿実地踏査に係る旅費の資金前渡 24,647

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 楽器の搬出 13,500

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健・一般需用費） 2,789

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（使用料及賃借料） 12,500

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費） 26,175

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費の支出 5,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般需用費） 50,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の継続支払（2月分） 39,008

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日教育支援体制・土曜教育推進員の支払（３月分） 34,124

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業外部指導員への謝礼（2月分） 75,323
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教育庁 調布南高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 大学生による分野別説明会に係る講師謝礼金 15,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入費の支出及び精算 19,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員（伝統文化事業）謝礼　【２月分】 3,878

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会に係る謝礼金の支出　３月分 3,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会に係る謝礼金の支出（３月分） 6,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員（伝統文化事業）謝礼　【3月分】 3,878

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,679

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の購入 53,460

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック教育推進講演会講師謝礼 63,000

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入費の支出及び精算 25,880

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払 479,886

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 423,391

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空調機清掃委託 172,800

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日教育支援体制・土曜教育推進員の支払（３月分） 25,593

教育庁 調布南高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業外部指導員への謝礼（　３月分） 28,501

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費３月分） 23,220

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費 3月分） 71,820

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（保健一需　３月分） 668

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に伴う報償費の支出 2月分 54,004

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「学校図書館の出番です！」外６７点購入 85,686

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイル購入 143,775

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育館時計修理 100,440

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動外部指導員報償費（２月分） 14,541

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３件の筆耕委託 89,500

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について（２月分） 844,337

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 国際理解講座実施に伴う報償費の支出及び精算について 33,400

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入について 60,000

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,204

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防風ネット購入 121,500

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マグネット外１４点購入 97,944

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 マグネット外１４点購入 34,884

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 マグネット外１４点購入 1,868

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期交換留学参加者選考に伴う外国人選考委員報償費 18,031

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 152,153
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教育庁 狛江高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動外部指導員報償費の支出（2月分） 31,020

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡レンズ研磨・点検委託 184,680

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定及び除草委託 325,771

教育庁 狛江高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 樹木剪定及び除草委託 46,721

教育庁 府中高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 376,053

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 118,594

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体組成計外1点の購入 41,040

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体組成計外1点の購入 69,120

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡　3月分 49,659

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件に係る資金前渡　3月分 130,600

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る資金前渡　3月分 15,500

教育庁 府中高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数少額支払案件に係る資金前渡　3月分 14,000

教育庁 府中高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 378,653

教育庁 府中高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書及び表彰状筆耕委託 71,000

教育庁 府中高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）　２月分 15,032

教育庁 府中高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）　２月分 2,029

教育庁 府中高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 607,564

教育庁 府中高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務委任契約に伴う支出(２月分) 54,004

教育庁 府中高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業指導員謝礼（２月分） 18,612

教育庁 府中高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（２月分） 17,643

教育庁 府中高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（２月分） 89,183

教育庁 府中高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,186

教育庁 府中高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度進路講演会における外部講師謝礼の支出 26,800

教育庁 府中高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡　3月分(2) 212,048

教育庁 府中高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,524

教育庁 府中高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 細断機の修理 74,822

教育庁 府中高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 261,360

教育庁 府中高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 96,321

教育庁 府中高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 197,301

教育庁 府中高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外３点の購入 251,316

教育庁 府中高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓球台外５点の修理 86,940

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タイマー　外4点の購入 64,044

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タイマー　外4点の購入 38,880

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイマー　外4点の購入 27,388
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教育庁 府中東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員報償費（理数研究校）の支出について 3,102

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 557,743

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALLシステム）追加分の借入れ 5,972

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 ナンバーリング　外11点の購入 35,132

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ナンバーリング　外11点の購入 51,484

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 サッカーゴール　外1点の購入 271,836

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡 2,000

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（自律・役務費・3月分） 22,323

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（自律・一需・3月分） 134,299

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（保健・一需・3月分） 34,231

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件（保健・役務費・3月分） 4,018

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 312,673

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外部指導員報償費（スポーツ強化校）の支出について 38,775

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,328,566

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員の報償費の支出 35,510

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（山梨県ボクシング連盟強化合宿） 18,388

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出（山梨県ボクシング連盟強化合宿） 34,624

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報酬の支払方法及び税務の取り扱いに関する変更 54,004

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）の支出（2月分） 18,916

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（自律・一需・3月分②） 28,580

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算② 164,948

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（ボクシング部栃木県合宿） 43,216

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の支出（ボクシング部栃木県合宿） 91,540

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（サッカー部春季合宿引率） 20,800

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出 85,599

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 外部指導員報償費（自律経営推進予算）の支出について 12,408

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 300,079

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,689

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 側溝清掃委託 265,464

教育庁 府中東高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 側溝清掃委託 30,780

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費）　3月分 110,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 土曜教育推進員への報償費の支出について 34,128

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進事業に係る講師への報償費 96,166

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金（緊急タクシー代金・３月分－２） 7,000
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教育庁 府中西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医への報償費支出（2月） 54,004

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（一需） 65,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（在京） 6,577

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 149,210

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計外5点の購入 77,479

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活指導員への報償費（2月分） 28,306

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第3回学校運営連絡協議会に伴う報償費の支出 21,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜教育推進員への報償費【教科学習】（2月分） 12,798

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 246,829

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入の支出について 25,541

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（保健一需） 20,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 砂外1点の購入 247,860

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　外国人通訳者の報償費の支出について 40,406

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱部独唱会に伴う施設器具使用料 19,600

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費）　3月分-2 59,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,165

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（保健役務） 7,884

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（使用料） 25,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度 電気料金の支払い　（２月分） 867,672

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,536

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２点の筆耕 84,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜教育推進員への報償費【教科学習】（3月分） 8,532

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜教育推進員への報償費（3月分） 29,862

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活指導員への報償費（自律予算）2月分 43,623

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱部定期演奏会に伴う施設器具使用料 30,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 第43期生修学旅行実地踏査に伴う車雇上げ 55,700

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度第43期生修学旅行実地踏査に伴う出張旅費 129,470

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（一需） 20,000

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,947

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 集水桝等清掃委託 149,985

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度外国人通訳者の報償費の支出について 13,469

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プレートホルダー外2点の購入 92,340

教育庁 府中西高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンのクリーニング 120,745

教育庁 国立高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る外部指導員謝礼の支出について 3,878
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教育庁 国立高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動外部指導員報償費（2月分） 15,510

教育庁 国立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（保健一需　3月分） 4,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（一般需用費3月分） 120,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費　3月分） 1,361

教育庁 国立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 毎月必要とする経費に係る前渡金(使用料及賃借料 3月) 730

教育庁 国立高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 667,383

教育庁 国立高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの購入 171,735

教育庁 国立高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油購入経費の資金前渡及び精算 12,420

教育庁 国立高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日教育推進委員報償費（2月分） 17,061

教育庁 国立高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務委任に係る報償費（２月分） 54,004

教育庁 国立高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（2月分） 717,761

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕 104,004

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 85,320

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 進学重点校における自主学習支援指導員謝礼（２月分） 146,573

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 入学者選抜自校作成問題に伴う著作権料の支払 7,560

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員報償費（第3回） 18,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員に対する報償費（第2回） 6,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「オリンピック・パラリンピック教育」講演会報償費 11,700

教育庁 国立高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 食と生活の購読（単価契約　2月分） 1,350

教育庁 国立高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 英字版タイムの購読（単価契約　2月分） 1,640

教育庁 国立高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約　2月分） 30,110

教育庁 国立高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,276

教育庁 国立高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 135,981

教育庁 国立高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学習の手引きの印刷 57,564

教育庁 国立高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部検定試験受験費用の支出及び精算について 2,488,320

教育庁 国立高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 全国高等学校少林寺拳法選抜大会生徒参加旅費の支出 700,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

全国高等学校少林寺拳法選抜大会参加料の支出について 56,000

教育庁 国立高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国高等学校少林寺拳法選抜大会生徒引率旅費の支出 69,274

教育庁 国立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について(第4回) 24,930

教育庁 国立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 関東高等学校少林寺拳法選抜大会生徒引率旅費の追給 524

教育庁 国立高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 529,249

教育庁 国立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成29年度都立国立高校入学者選抜自校作成問題の印刷 778,464

教育庁 国立高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピッチングマシンの修理 108,540

教育庁 国立高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球ネット外6点の修理 226,800
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教育庁 国立高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 東京都高等学校文化連盟茶道部門第7回研究協議会出席 1,330

教育庁 永山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計外14点の買入れ 54,162

教育庁 永山高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体重計外14点の買入れ 148,878

教育庁 永山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務委任に伴う報償費の支出(2月分） 54,004

教育庁 永山高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に対する報償費の支出（２月分） 152,774

教育庁 永山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 103,581

教育庁 永山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 24,516

教育庁 永山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 24,843

教育庁 永山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 14,000

教育庁 永山高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 4,070

教育庁 永山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 雨水桝調査委託 63,720

教育庁 永山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンの洗濯 67,813

教育庁 永山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２件筆耕 102,583

教育庁 永山高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校公開講座の実施に伴う講師等報償費の支出 43,621

教育庁 永山高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 131,150

教育庁 永山高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について（２月分） 728,671

教育庁 永山高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ソフトウェアの買入れ 88,560

教育庁 永山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員に対する報償費の支出（３月分） 7,755

教育庁 永山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック教育講演会の講師謝礼 18,600

教育庁 永山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼の支払（第３回） 3,000

教育庁 永山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,687

教育庁 永山高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 738,080

教育庁 永山高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会の委員に対する謝礼の支払 3,200

教育庁 永山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD-R外25点の買入れ 136,047

教育庁 永山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD-R外25点の買入れ 7,214

教育庁 永山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD-R外25点の買入れ 3,862

教育庁 永山高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 CD-R外25点の買入れ 44,674

教育庁 永山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る継続支払いについて 21,564

教育庁 永山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 312,148

教育庁 永山高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 117,043

教育庁 永山高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 303,588

教育庁 永山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒板張替用ボードの買入れ 62,640

教育庁 永山高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 黒板張替用ボードの買入れ 21,600

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおりの印刷 132,451
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教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 90,201

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 5,000

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 9,252

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 9,584

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 9,400

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 20,000

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 178,100

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医活動に伴う報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（器楽・演奏実践）　2月分 14,367

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師謝礼金（声楽・演奏実践）　2月分 7,184

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動支援事業外部指導員謝礼 2月分 12,408

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼（ソフトボール部）　2月分 11,051

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 図書館特別業務委託（8月分） 5,940

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 図書館特別業務委託 17,820

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 図書館特別業務委託（10月分） 17,820

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 図書館特別業務委託（11月分） 17,820

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 図書館特別業務委託（12月分） 17,820

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,545

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 都立若葉総合高等学校公務LAN設備工事委託 163,161

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 問題集データベース外３件の購入 56,484

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 525,000

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 血圧計外６件の購入 57,834

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,688

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,882

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック教育の講習会講師謝礼金 42,741

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外２件の筆耕 77,249

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 72,136

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 105,192

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 カゴ外30件の購入 36,050

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カゴ外30件の購入 251,035

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算について 51,300

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ファシリテーション校内研修会講師謝礼金 10,775

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 384,877

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 10,000
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教育庁 若葉総合高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出について 30,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査に係る経費の資金前渡及精算(全日制) 30,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全日制29年度生　修学旅行実踏に伴う旅費 129,938

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）業務委託の支払 54,004

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 石灰外1件の購入 140,400

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 学校給食費送金手数料の支出(2月分) 144

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件(自律・一需・3月分) 99,293

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 80,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)2月分 15,125

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 注文書外23件の購入 161,179

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 63,700

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券等の購入に係る経費の資金前渡及び精算④ 51,770

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 インターンシップ（就業体験）学年発表会講師謝礼支出 42,561

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「第２学年小論文指導（第３回）」講師謝礼金支出 12,032

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラーコピー用紙外15件の購入 260,442

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱祭に係る会場等使用料の資金前渡及び精算 88,600

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 校内電話機ナンバーディスプレイの設定 44,712

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 24,582

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 795,260

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室用寝具・白衣等の洗濯に伴う資金前渡及び精算④ 11,293

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（2月分） 103,142

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理（産業医）業務委託の支払 54,004

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス(その2) 1,512

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出について 7,755

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼の支出 69,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 7,758

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会謝礼金の支出 48,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 646,154

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 491,782

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 「第１学年小論文指導」講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 調理室グリストラップ清掃委託 75,600

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 調理室グリストラップ清掃委託 48,600
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教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 合唱祭に係る歌唱指導及び審査員謝礼の支出 138,549

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第2学年面接指導（3月）に係る講師謝礼の支出 84,600

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 セーフティ教室（薬物乱用防止講演会）講師謝礼の支出 15,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 学校給食費送金手数料の支出(3月分) 144

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ロードレース大会機材運搬委託 54,810

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 93,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 18,027

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件の支出（自律　一般需用費） 68,307

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件の支出（自律　役務費） 97,230

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数少額支払案件の支出（保健　役務） 9,600

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件の支出（オリンピック　一般需用費） 18,784

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度人間と社会講師講師の謝礼の支出について 8,351

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会協議委員謝礼金の支出 6,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼金の支出（２月分） 37,224

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼金支出(伝統文化) 15,510

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度部活動指導員謝礼金の支出（課外活動支援） 46,530

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 716,156

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 3D切削加工機の修理 259,999

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル自動体重計の購入 56,916

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 19,791

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 54,300

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ものづくり外部講師報償費の支出（2月分） 4,557

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,237

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 740,741

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMS端末の修理 59,940

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 TAIMS端末の修理 7,560

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 床及び窓ガラス清掃委託 281,880

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の委任契約に要する報償費の支出 54,004

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ロボカップジュニア生徒大会参加引率事故対策費の支出 1,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ロボカップジュニア生徒大会参加引率事故対策費の支出 5,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ロボカップジュニア生徒大会参加引率事故対策費の支出 10,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ﾛﾎﾞｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ生徒大会参加引率に係る旅費の支出 91,436

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 ﾛﾎﾞｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ生徒大会参加旅費の支出（特別旅費） 80,000

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 264,364
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教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャーリングマシン外1点の点検委託 200,880

教育庁 府中工業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中庭清掃委託 356,400

教育庁 農業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食・保存食材費に係る資金前渡（３月分） 15,450

教育庁 農業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(服飾科) 18,800

教育庁 農業高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(食物科) 14,100

教育庁 農業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ステンレスボール外２点の購入 56,260

教育庁 農業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニングに係る資金前渡について 45,403

教育庁 農業高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,033

教育庁 農業高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 音声認識文字表記アプリケーションの使用（２月分） 17,280

教育庁 農業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金の支出（自律一般需用費） 227,036

教育庁 農業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自律役務） 4,749

教育庁 農業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 26,556

教育庁 農業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入代金の継続支払について 5,816

教育庁 農業高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度食物科調理実習に係る経費の資金前渡 30,000

教育庁 農業高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 80,586

教育庁 農業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の支出について 37,800

教育庁 農業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 トラクター等用燃料購入経費の資金前渡及び精算 9,440

教育庁 農業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車のナンバープレート交換に係る経費の支出 14,420

教育庁 農業高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,294

教育庁 農業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダー外１点の購入 78,050

教育庁 農業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 種外５９点の購入 120,440

教育庁 農業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)業務委託(2月分) 63,000

教育庁 農業高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出(都市園芸科) 28,015

教育庁 農業高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,558,696

教育庁 農業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 神代農場樹木剪定委託 393,120

教育庁 農業高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 培土外１７点の購入 233,647

教育庁 農業高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡レンズ磨き委託 98,928

教育庁 農業高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボイラーの修理 36,720

教育庁 農業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出(都市園芸科) 18,677

教育庁 農業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度第2学年進路懇談会講師謝礼金の支出 26,221

教育庁 農業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（意欲向上一般需用費） 58,986

教育庁 農業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金の支出（自律一般需用費） 152,315

教育庁 農業高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,107

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油外１点の購入（単価契約） 831,600
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教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 間隔測定桿外１３点の購入 295,004

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 刃物研ぎ委託に係る資金前渡及び精算について 33,582

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度タブレット端末通信料金の支出について 9,290

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(服飾科) 16,881

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度日本語指導外部人材活用事業謝礼金支出(1月分) 30,244

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度日本語指導外部人材活用事業謝礼金支出(2月分) 40,326

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度日本語指導外部人材活用事業謝礼金支出(3月分) 5,041

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,378

教育庁 農業高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 6,178

教育庁 農業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入にかかる経費の資金前渡及び精算について 120,800

教育庁 農業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 616,908

教育庁 農業高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 488,176

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ゲームシャツ外３点の購入 78,400

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒の校名刷込み印刷 129,060

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検整備 168,000

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 錐外１４点の購入 220,633

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(食物科) 21,101

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(食物科) 14,100

教育庁 農業高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 神代農場実習生徒実習交通費の支出（3学期実施分） 119,730

教育庁 農業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自走式草刈機の修理 349,790

教育庁 農業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 定時制(夜間)課程学校給食調理業務委託に伴う支出 1,261,440

教育庁 農業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（給食一需） 20,053

教育庁 農業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（保健一需） 2,254

教育庁 農業高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 680,836

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 組織培養装置点検委託 213,840

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 207,226

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドライバー外３６点の購入 213,764

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机の購入 243,000

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 食器の購入 84,240

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（意欲向上一般需用費） 16,334

教育庁 農業高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金の支出（自律一般需用費） 206,452

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕委託 74,600

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 フォークリフトの修理 294,602

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 グリストラップ清掃委託 125,820
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教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パネルの購入 248,400

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドミキサー外４点の購入 135,432

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外２６点の購入 193,139

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホース外８点の購入 265,140

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 電子体温計外２９点の購入 67,240

教育庁 農業高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度公開講座講師等謝礼金の支出(食品加工) 130,867

教育庁 農業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度公開講座指導員謝礼金支出(ミシン) 130,866

教育庁 農業高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度短期市民講師謝礼金の支出について(服飾科) 18,800

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 植木鉢外１８点の購入 271,328

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外５点の購入 95,268

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ヒートカッター外１３点の購入 115,473

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外１点の購入 265,680

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外２点の購入 253,800

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ外4点のクリーニングに係る資金前渡について 5,270

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 シーツ外4点のクリーニングに係る資金前渡について 432

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 刃物研ぎ委託に係る資金前渡及び精算について 39,132

教育庁 農業高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入にかかる経費の資金前渡及び精算について 262,900

教育庁 大島高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 全国椿サミット上五島大会参加に伴う旅費の支出 15,526

教育庁 大島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金の支出（自律・一需）3月分 671,257

教育庁 大島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金の支出（緑化・一需）3月分 151,326

教育庁 大島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金の支出（実ﾌﾟﾛ・一需）3月分 33,616

教育庁 大島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 定時制生徒下校用人員輸送に係る支出（継続・２月分） 193,881

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（ＣＡＬＬシステム）の借入れ（2月分） 320,004

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器借入代金の支出（２月分） 82,782

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入（長期継続支契約・2月分） 9,345

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 扇風機外3点の購入 284,472

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 オリンピック・パラリンピック教育推進事業に係る経費 100,000

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度全日制修学旅行実踏に伴う旅費の支出 99,583

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 596,160

教育庁 大島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 平成29年度自動車重量税の支出 12,500

教育庁 大島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度警備業務委託に係る支出（２月分） 551,880

教育庁 大島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度環境整備補助委託に係る支出（２月分） 74,649

教育庁 大島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度農場整備業務委託に係る支出（２月分） 194,900

教育庁 大島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度便所清掃委託に係る支出（２月分） 47,520
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教育庁 大島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 浄化槽保守点検委託に係る支出（２月分） 111,024

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 複写機の借入れ（長期継続契約・２月分） 15,120

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農場PC点検委託 268,380

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 空調機器冷媒破壊処理委託 80,234

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度プロパンガスの購入に係る支出（２月分） 205,791

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 常時必要とする資金の資金前渡（自律・役務費） 45,680

教育庁 大島高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の消耗品供給等に関する契約(単価契約） 9,531

教育庁 大島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 真空包装機の購入 956,880

教育庁 大島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 大島高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動内示に伴う事務連絡にかかる旅費の支出 14,750

教育庁 大島高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 抹茶外2点の購入に係る経費の資金前渡について 5,248

教育庁 大島高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 抹茶外2点の購入に係る経費の資金前渡について 36,320

教育庁 大島高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机外3点の購入 302,450

教育庁 大島高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机外3点の購入 75,000

教育庁 大島高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 孵卵器の購入 384,696

教育庁 大島高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校サポートチーム委員謝礼金の支出（全日制第２回） 3,000

教育庁 大島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「植調雑草大鑑」外81点の購入 140,081

教育庁 大島高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム管外17点の購入 149,196

教育庁 大島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 図書館開放指導員に係る報償費の支出（２月分） 8,358

教育庁 大島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出（自律２月分） 21,714

教育庁 大島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に係る報償費の支出（伝統２月分） 18,612

教育庁 大島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時必要とする資金の支出（自律・一需）3月分② 249,691

教育庁 大島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,914

教育庁 大島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテン外６点の洗濯に係る学校保健分の支出について 24,460

教育庁 大島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 構内電話交換設備点検委託に係る支出（第2回） 59,400

教育庁 大島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 工事請負費 量水器改修工事 86,400

教育庁 大島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 松喰い虫防除委託 161,273

教育庁 大島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度国際理解講演会（3月16日実施）講師謝礼の支出 33,402

教育庁 大島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 消防設備点検委託に係る支出（第２回） 131,490

教育庁 大島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料金の支出（1月分） 182,039

教育庁 大島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 農業実習生徒分交通費の支出について 176,720

教育庁 大島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 留学生との交流会（3月19日実施）講師謝礼の支出 184,611

教育庁 大島高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 902,163

教育庁 大島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 工事請負費 体育館照明LED化工事 295,704
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教育庁 大島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の整備 72,900

教育庁 大島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の整備 66,798

教育庁 大島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 芝刈機の買入れ 4,320,000

教育庁 大島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 112,800

教育庁 大島高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 29年度　白衣洗濯代金の継続支払（10月～3月分） 12,420

教育庁 大島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定時制夜食費補助金の支出(特例回） 2,580

教育庁 新島高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 現代社会講師謝礼金の支出(第3回①) 5,817

教育庁 新島高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講演会講師謝礼の支出(文化的教養講座) 39,939

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新島高等学校学校警備業務委託継続支払 612,592

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新島高等学校環境整備業務委託継続支払 313,200

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所清掃委託に係る継続支払 46,080

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新島高等学校芝生管理業務委託継続支払 39,070

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 事業系一般廃棄物収集運搬業務委託継続支払 8,424

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン等購入に係る継続支払(1～3月分) 9,312

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 茶道部指導者謝礼金の支出について（　2月分） 77,550

教育庁 新島高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス購入（単価契約） 5,220

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ代金の継続支払について 12,600

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALLシステム)借入れの継続支払について 378,000

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器の借入れの継続支払について 82,782

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土混合土外1件の買入れ 226,800

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業式ピアノ伴奏謝礼の支出 5,041

教育庁 新島高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の確定払いについて（56） 98,653

教育庁 新島高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌購入の継続支払について 11,681

教育庁 新島高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払 17,420

教育庁 新島高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の資金前渡及び精算(人事異動に伴う面接) 107,155

教育庁 新島高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 契約代金の支出について（前払金） 4,800,000

教育庁 新島高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 都立新島高等学校ｺｰﾄﾞﾚｽ電話機交換・設置 64,800

教育庁 新島高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の資金前渡及び精算②(異動に伴う面接） 55,912

教育庁 新島高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 435,285

教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ルータービット外５件の買入れについて 67,916

教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 筆記台の買入れ 95,040

教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 テニスボール外5件の買入れ 135,997

教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 DVD教材外1件の買入れ 150,000

教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の確定払いについて（57） 38,264
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教育庁 新島高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の確定払いについて（57） 28,978

教育庁 新島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校設定教科に関する専門家派遣事業講師謝礼の支出 67,000

教育庁 新島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進事業講演会講師謝礼の支出 138,428

教育庁 新島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の資金前渡及び精算(人事異動面接③) 26,699

教育庁 新島高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,074

教育庁 新島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダー契約に係る継続支払 2,592

教育庁 新島高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の確定払いについて(産業医3月分） 28,302

教育庁 新島高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の消耗品等供給(単価契約)の継続支払 18,532

教育庁 新島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 除草・草刈委託 97,334

教育庁 新島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の確定払いについて（58） 67,679

教育庁 新島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 太鼓部指導者謝礼金の支出（　３月分） 43,428

教育庁 新島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 現代社会講師謝礼金の支出(第3回②) 5,817

教育庁 新島高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 地外旅費の資金前渡及び精算④(人事異動に伴う面接) 26,699

教育庁 新島高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 契約代金の(完成払)支出について 7,331,424

教育庁 新島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ清掃委託 24,300

教育庁 新島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 乗用芝刈り機外2件保守点検業務委託 29,808

教育庁 新島高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の確定払いについて（58） 37,054

教育庁 神津高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 体育館壁掛け時計取替工事 399,600

教育庁 神津高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動に係る外部指導員謝礼の支出(吹奏楽部2月) 21,714

教育庁 神津高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動に係る外部指導員の支出(美術部2月分) 24,816

教育庁 神津高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学習文化施設開放事業管理指導員謝礼の支出(2月分) 2,786

教育庁 神津高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 役務費 入学者選抜実施に伴う書類郵送費の支出について 3,000

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 29光熱水費（管理／少額支払）の資金前渡による支出 8,706

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 29交際費（自立/少額支払）ん０資金前渡による支出 1,024

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払資金前渡による緊急修繕費（3月分）の支出 49,680

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29一需（学校保健／少額支払）の資金前渡による支出 4,860

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29一般需用費（自律／少額支払）の資金前渡による支出 111,437

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29役務費（自律／少額支払）の資金前渡による支出 23,770

教育庁 神津高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（2月分） 20,336

教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 警備業務委託（２月分） 752,760

教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 環境整備業務委託（2月分） 244,944

教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所清掃委託（2月分） 42,336

教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（ＣＡＬＬシステム）賃借料の支出 311,601

教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器の買入れ 82,782
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教育庁 神津高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度上下水道使用量の継続支払（２月分） 15,880

教育庁 神津高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 刈払機外７点の買入れ 293,760

教育庁 神津高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 刈払機外７点の買入れ 18,360

教育庁 神津高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（２月分） 4,580

教育庁 神津高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医謝礼の支出（2月分） 39,008

教育庁 神津高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2月分） 33,474

教育庁 神津高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動に伴う事務連絡に係る近接地外旅費の支出について 29,578

教育庁 神津高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 産業医特別旅費の支出について（2月分） 1,100

教育庁 神津高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 エアーコンディショナーの買入れ 1,112,400

教育庁 神津高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業式におけるピアノ伴奏謝礼の支出 5,041

教育庁 神津高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律及び補助キャスターの取付 63,720

教育庁 神津高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピアノ調律及び補助キャスターの取付 48,600

教育庁 神津高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 バドミントン部公式戦参加遠征費(船賃)補助の支出 38,100

教育庁 神津高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 バドミントン部大会引率に係る近接地外旅費の支出 50,132

教育庁 神津高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 国際交流行事に係る講師の謝礼の支出について 140,500

教育庁 神津高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動に伴う事務連絡に係る近接地外旅費の支出について 39,026

教育庁 神津高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,904

教育庁 神津高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動に伴う事務連絡に係る近接地外旅費の支出について 30,092

教育庁 神津高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 水槽の買入れ 164,224

教育庁 神津高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度修学旅行実地踏査に係る近接地外旅費の支出 91,777

教育庁 神津高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 修学旅行実地踏査に係る使用料及び賃借料の支出 41,910

教育庁 神津高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 テレビ共聴アンテナ維持費(1月から3月まで)の支出 3,600

教育庁 神津高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 272,675

教育庁 神津高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 車椅子外１点の買入れ 55,000

教育庁 神津高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 車椅子外１点の買入れ 10,000

教育庁 神津高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動に伴う事務連絡に係る近接地外旅費の追給について 17,580

教育庁 神津高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 バドミントン部大会引率に係る近接地外旅費の追給 124

教育庁 神津高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 遮光カーテン外２点の買入れ 256,824

教育庁 神津高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 遮光カーテン外２点の買入れ 5,400

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外３点の購入 14,880

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 AsahiWeeklyの購入 998

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購入（読売新聞） 3,300

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購入（日刊スポーツ） 3,353

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 産経新聞の購入 3,034
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教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度警備業務委託 594,021

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度トイレ清掃業務委託 14,947

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（長期継続契約）の支出 13,965

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 教員用サーバー外２件の借入れの支出について 29,017

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れの支出について 293,580

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れの支出について 274,100

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 モップの借入れ 8,640

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子機器の借入れ 82,782

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度海洋実習費常時資金（委託料）の支出 860,093

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入 1,280,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　旅費の支出（サイパン島語学研修） 378,040

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,865,304

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 セーリング部活動に伴うヨット陸置き施設使用料の支出 128,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

STCW基本訓練受講料の支出 321,840

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度常時資金（自律・一需）の支出 854,490

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度寄宿舎建物総合管理委託 1,908,900

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度寄宿舎賄調理業務委託 3,262,500

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 調査書用封筒の印刷 29,160

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 非常用自家発電機の保守点検委託 21,600

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（学校：複数単価） 86,060

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（寄宿舎：単価） 5,549

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度 構内電話交換設備点検委託 92,664

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 消防設備点検委託 156,978

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス（LPガス）の購入（単価契約）の支出 432,300

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 実習船「大島丸」船舶管理業務支援委託（基礎航海） 918,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度海洋実習費常時資金（一般需用費）の支出 557,398

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,637

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,526

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料金の払い込みについて 1,169,178

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度図書館管理指導員謝金の支出について 8,358

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務に係る報償費の支出について 54,004

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机外7点の購入 262,872

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度土曜教育推進員の謝礼の支出 34,123

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度土曜教育推進員の謝礼の支出 63,980
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教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度土曜教育推進員の謝礼の支出 29,857

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 生徒の健診委託料の支払 8,920

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 卒業式におけるピアノ伴奏謝礼の支出について 4,670

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度常時資金（自律・役務費）の支出 100,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 常時資金（管理・委託料）支出 135,944

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 常時資金（施設・一般需用費）の支出 278,632

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 常時資金（自律・使用料及賃借料）の支出 6,198

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 セーリング部活動に伴うディンギーのリース代金の支出 216,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 常時資金（保健・役務費）の支出 6,000

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 食品細菌検査に要する資金の支出 22,896

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度常時資金(自律・一需） 550,879

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度海洋実習費常時資金（委託料）の支出 248,383

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安業務委託（2月分） 42,120

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（2月分） 396,792

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器の借入れ（2月分） 82,782

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れの継続契約（2月分） 12,390

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 し尿浄化槽保守点検委託（2月分） 78,408

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（光熱水費・3月分） 16,393

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立三宅高等学校警備業務委託（2月分） 577,411

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 燃料ガスの供給契約（単価契約）2月分 27,190

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医に係る報償費の支出（2月分） 39,008

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（３/１) 44,649

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル法による物品の処分運搬の支出精算 17,388

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 家電リサイクル法による物品の処分運搬の支出精算 20,158

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（役務費・3月分） 15,498

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 図書館開放に伴う管理指導員謝金の支出（2月分） 18,575

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バッテリーの買入れ 10,260

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について（資金前渡） 29,960

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 69,541

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（３/７） 135,761

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度学校開放委員会委員の謝礼 1,600

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度校内研修に係る講師の報酬 48,000

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算（事務引継） 32,413

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　校内研修に係る講師の報酬 24,000
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教育庁 三宅高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 脱硫装置ダクト修繕工事 1,142,640

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送（単価契約）2月分 772,660

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 体育館サッシ修繕工事 421,200

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　校内研修に係る講師の報酬 24,000

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度　校内研修に係る講師の報酬 24,000

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（３/14） 10,675

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 データ変換委託 238,680

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算（事務引継3/20） 22,084

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 18,639

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 便所清掃消毒及び汚物処理委託（2月分） 52,500

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 見舞金の支払いについて（資金前渡） 2,000

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物処理手数料の支出について（2月分） 1,890

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 62,640

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍等100点の買入れ 149,239

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 書籍等100点の買入れ 13,035

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外5点の筆耕 33,000

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算（事務引継3/26） 22,186

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（学校保健給食費）（2月分） 1,620

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 学校だより配布委託（第５回） 59,681

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（2月分） 13,791

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 776

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 399,867

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について（資金前渡） 61,232

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 床清掃委託 450,713

教育庁 三宅高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（事務引継） 46,859

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 45,895

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農場環境整備委託 485,448

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 真空包装機の購入 960,120

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食・保存食材費（３月分） 23,018

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトの更新 98,820

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 色画用紙外12点の購入 33,157

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 色画用紙外12点の購入 6,240

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 色画用紙外12点の購入 1,998

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 メス外4点の購入 59,270
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教育庁 八丈高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 海外出張旅費（精算・1月ハワイ出張） 316,651

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 特定建築物環境衛生管理委託の支出 48,330

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALLシステム）の借入れの代金の支出 313,950

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ代金の支出 130,896

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ代金の支出 18,060

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・1月校長連絡会等） 16,132

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・1月課長面談等） 15,990

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月全国海洋教育サミット等） 17,606

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月全国海洋教育サミット等） 27,642

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 恒温組織培養装置の修繕 12,754

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（単価契約）の支出 49,200

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜日の教育支援体制等構築事業に係る報償費の支出 25,593

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動引継ぎ） 32,102

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動引継ぎ） 32,814

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 青少年を育てる課外活動外部指導員の報償費 20,357

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（自律） 74,448

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン外１点の買入れ（単価契約） 9,078

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に係る支出 54,004

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,488,917

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 非常用自家発電機の保守点検委託 21,600

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 オージオメータ校正委託 37,260

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 重油の買入（単価契約）（その２）の支出 751,680

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食用白衣・帽子のクリーニング委託（単価契約） 3,520

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動に伴う引継ぎ） 32,540

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動に伴う引継ぎ） 31,570

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動に伴う引継ぎ） 29,800

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 トイレ消毒清掃委託の支出 42,940

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文集用表紙外5点の購入 50,598

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 文集用表紙外5点の購入 79,542

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕委託 17,032

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 棚外5点の購入 62,771

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 棚外5点の購入 3,267

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数研究校学習講座(黄八丈)の実施に伴う報償費の支出 113,944

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入 61,140
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教育庁 八丈高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写機の保守及び消耗品等の供給代金の支出(印刷室) 105,309

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 高等学校定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託 679,320

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写機の保守及び消耗品等の供給代金の支出(企画室) 33,700

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・3月異動引継ぎ等） 43,202

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 エレベーター設備点検保守委託の支出 96,120

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 温室灌水等業務委託の支出 73,260

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 飲料水及びプール水質検査委託 7,452

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞購読 8,074

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞購読 23,388

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 戸車外2点の購入 56,160

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 戸車外2点の購入 52,380

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 温度計外2点の購入 44,470

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・3月定期異動に伴う引継ぎ） 32,318

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）の支出 99,225

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度サポートチーム実施に伴う報償費の支出 3,000

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 定期刊行雑誌の購入（概算契約）代金の支出について 36,600

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 定期刊行雑誌の購入（概算契約）代金の支出について 864

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 定期刊行雑誌の購入（概算契約）代金の支出について 1,458

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動に伴う教科引継ぎ等） 31,960

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・定期異動に伴う教科引継ぎ等） 31,878

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 グリストラップ清掃委託 47,628

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（追給・定期異動に伴う引継ぎ） 440

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・全国海洋教育サミット） 41,634

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・教育課程届出事前相談） 15,325

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・講師時数更正ヒアリング等） 16,447

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（給食・一般需用費） 1,975

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 浄化槽清掃委託 162,000

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月後期新任研修） 24,677

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月事務連絡・所長面接） 15,325

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 講演会実施に伴う報償費の支出 60,160

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動車損害賠償責任保険料の支出 10,730

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸科・実業意欲向上プログラムに要する前渡金 63,760

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,143

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「烏山石燕図画百鬼夜行全画集」外102点の購入 139,231
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教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 書籍「烏山石燕図画百鬼夜行全画集」外102点の購入 4,309

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 43,200

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月講師時数査定業務等） 30,187

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月異動事務連絡） 29,718

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・2月転入者個別相談） 90,112

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・インターンシップ巡回指導等） 65,889

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会実施に伴う報償費の支出（全日） 9,000

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般需用費(園芸家政実習に要する経費）に係る前渡金 30,389

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 衝立外15点の購入 158,403

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）の支出 560

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・3月副校長連絡会） 30,352

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・3月業務引継ぎ等） 31,696

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器の借入れ(都立八丈高等学校) 82,782

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八丈高等学校環境整備補助業務委託の支出 132,386

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス契約の継続支払 2,138

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八丈高等学校警備業務委託の支出 528,228

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 水道料の支出 145,054

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（概算・3月事務打ち合わせ） 27,301

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ブロードバンド回線使用料金の継続支払 3,888

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ロックミシンの購入 194,400

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 教材の送付に伴う送料の支出 52,110

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 太鼓の修繕 147,015

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自動車車検の更新 99,576

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 自動車車検の更新 21,220

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 自動車車検の更新 20,500

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 賞状用ホルダーへの箔押し委託 11,016

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 図書館管理指導員報償費の支出 27,860

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 レターパックの購入 16,140

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・3月女子バスケ部遠征引率） 25,246

教育庁 八丈高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費（精算・3月副校長任用前実務等研修等） 31,411

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度採用面接に係る会議室使用料の支出及び精算 3,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その４８） 62,260

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 採用面接に係る会議室使用料の支出及び精算について 4,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保守点検業務委託　２月分 20,520
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教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 校舎等清掃業務委託　２月分 87,337

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 非常用自家発電機の保守点検委託 27,594

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（自律・一需） 128,069

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（管理・一需） 29,381

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（修繕・一需） 4,860

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費） 37,603

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れの継続支払について（2月分） 21,525

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALLシステム)の借入れ(2月分） 392,040

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書館管理用電子情報機器の借入れ（2月分） 86,022

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 掃除用具庫外14点の買入れ（初度調弁） 2,138,400

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 図書館開放事業に伴う管理指導員謝金の支払(2月分) 8,133

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約2月分) 89,838

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立小笠原高等学校警備業務委託　２月分 885,892

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立小笠原高等学校等環境整備業務委託　２月分 487,685

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その４９） 180,088

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 寄宿舎新設光回線敷設委託に係る支出 149,040

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その５０） 81,960

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その５１） 16,380

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（再リース）に係る継続支払（2月分） 8,013

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 スポットライト外2点の買入れ（初度調弁） 143,640

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 スポットライト外2点の買入れ（初度調弁） 630,720

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の定期点検 149,417

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 庁有車の定期点検 8,750

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 公課費 庁有車の定期点検 34,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 赴任者面接に係る会議室使用料の支出及び精算 9,100

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出について（その５２） 6,320

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度寄宿舎生賄調理業務委託（単価契約、2月分) 930,720

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌等の買入れ契約に係る継続支払について（2月分） 31,159

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌等の買入れ契約に係る継続支払について（2月分） 36,450

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その５３） 92,960

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 回転式書庫外4点の買入れ（初度調弁） 539,163

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 回転式書庫外4点の買入れ（初度調弁） 59,076

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 回転式書庫外4点の買入れ（初度調弁） 103,680

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外6点の買入れ（初度調弁） 119,880
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教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 冷蔵庫外6点の買入れ（初度調弁） 446,040

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外6点の買入れ（初度調弁） 69,660

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 冷蔵庫外6点の買入れ（初度調弁） 261,360

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 オージオメータの校正 11,880

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トロンボーン外3点の修理 103,140

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 トロンボーン外3点の修理 13,158

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 消火器の処分に係る費用の支出 6,400

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 産業医の活動に係る謝金の支出及び精算(3月分) 10,116

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の活動に係る謝金の支出及び精算(3月分) 100,000

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,066

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 防爆冷蔵庫外1点の買入れ（初度調弁） 907,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 防爆冷蔵庫外1点の買入れ（初度調弁） 1,728

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 114,480

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 電動ミシン外7点の買入れ（初度調弁） 119,232

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 電動ミシン外7点の買入れ（初度調弁） 846,288

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 片刃のこぎり外10点の買入れ 11,517

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片刃のこぎり外10点の買入れ 43,610

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 片刃のこぎり外10点の買入れ 25,323

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 片刃のこぎり外10点の買入れ 91,908

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 片刃のこぎり外10点の買入れ 101,844

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 シューズボックス外3点の買入れ（初度調弁） 173,416

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シューズボックス外3点の買入れ（初度調弁） 53,384

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シューズボックス外3点の買入れ（初度調弁） 19,872

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出及び精算について（その５４） 32,010

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの購入に係る継続支払　３月分 24,213

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部外部指導員謝金の支払(その3)(1月分) 24,816

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（交際費） 5,760

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 251,210

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 生徒用実験台外3点の買入れ（初度調弁） 6,847,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出（自律・一需） 86,129

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 鏡外2点の買入れ 421,848

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 鏡外2点の買入れ 240,084

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの買入れ 273,369

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 掃除用具庫外4点の買入れ 170,424
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教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除用具庫外4点の買入れ 94,338

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 シュレッダー外1点の買入れ（初度調弁） 398,520

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダー外1点の買入れ（初度調弁） 129,600

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 電子体温計外18点の買入れ 32,292

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子体温計外18点の買入れ 200,340

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 電子体温計外18点の買入れ 13,824

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホースリール外4点の買入れ 272,304

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払　２月分 45,952

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度寄宿舎生賄調理業務委託（単価契約） 774,720

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の買入れに伴う費用の支出及び精算について 107,600

教育庁 小笠原高等学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 出勤システム用光回線使用に要する費用の支出 3,464

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ごみ箱外3点の購入 42,217

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ピアノの調律に係る支出について 56,160

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 610,729

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出　3月分 72,700

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額支払案件に係る前渡金の支出　3月分 78,433

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　学校給食保存食・食材費にかかる前渡金 9,144

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 水泳部　温水プール団体利用に伴う使用料の支出 5,280

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 適性検査問題に係る著作権料の支出について 5,400

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 学校運営協議会委員の報償費の支払いについて 9,000

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　学校安全衛生管理業務委託（産業医） 54,004

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

常時必要とする資金の前渡金（負担金・後期）３月分 10,000

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理科観察実験支援事業実施係る報償費の支出 79,101

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援事業外部人材指導員の報償費 61,074

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 国際通常郵便料金の支出について 54,600

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度少額支払案件に係る前渡金の支出 3,300

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度 後期・部活動指導員謝礼報償費の支出 9,694

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書ホルダーの購入 109,395

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度合唱コンクール審査員依頼者に係る旅費支出 2,252

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 時計外18点の購入 77,280

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 時計外18点の購入 12,707

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 合唱コンクールに係る施設備付特殊器具利用料の支出 67,320

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 合唱コンクールに係る施設備付特殊器具利用料の支出 14,300

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第17回東日本高等学校弓道大会引率に係る地外旅費の 51,488

882 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

第17回東日本高等学校弓道大会参加費の支出について 12,500

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第17回東日本高等学校弓道大会参加　特別旅費の支出 125,240

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券購入の決定及び代金の支出について 9,200

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度「大学講話」講師にかかる謝礼金の支出 21,281

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等筆耕 54,950

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 週案の購入 72,000

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食管理ソフトの購入 19,440

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支払について 772,924

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 28,263

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 537,073

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 フロアカーリングセットの購入 117,000

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 包丁研磨に係る経費の支出について 26,460

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 桜修館中等教育学校給食調理業務委託（単価契約）支払 1,881,360

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 平成29年度　合唱コンクール審査会審査員に係る謝礼金 32,325

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 要保護及び準要保護生徒援助の支給について 137,520

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 233,227

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 352,719

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 トイレ洗浄コーティング委託 299,970

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 家電リサイクル料金の支出について 19,548

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 家電リサイクル料金の支出について 400

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食器具の修理 39,420

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 修了証外2点の印刷 56,376

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度理科観察実験支援事業実施係る報償費 3月分 65,918

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度自主学習支援事業外部人材指導員の報償費 54,967

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 平成29年度研究紀要の印刷 70,200

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 接眼ミクロメータ外12点の購入 167,400

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　部活指導員の報酬費（後期）3月分 37,224

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 平成２９年度　少額支払案件に係る前渡金の支出 2,700

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）の支出 2,073,600

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（前期・役務・３月分） 15,000

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 107,080

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 常時資金（光熱水費）の資金前渡（３月分） 19,000

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（後期・役務・３月分） 44,671

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 91,762
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教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 106,135

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)に係る報償費の支出 54,004

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 進学指導重点校における自主学習支援事業(ﾁｭｰﾀｰ)支払 111,966

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29年度青少年を育てる課外活動支援事業の報償費の支出 20,163

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出について(水泳部) 4,847

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導に伴う報償費の支出について(華道部) 15,510

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動指導に対する報償費の支出について(ﾌｨﾙ部) 6,204

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験支援事業に係るｱｼｽﾀﾝﾄに対する報償費 98,052

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教育研究セミナー受講料の支出 187,500

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マークシート読み取り機の修理 135,000

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネーター外８点の買入れ 122,040

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネーター外８点の買入れ 27,540

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語教育に関する授業公開指導助言及び講演の支出 28,071

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 101,879

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 生徒外部検定試験受験支援に伴う検定料の資金前渡 443,520

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 東大屋内プール使用料の支出及び精算について(水泳部) 8,000

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 イギリス研修実地踏査におけるﾀｸｼｰ代金の支出及び精算 20,000

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度イギリス研修実地踏査に伴う旅費の支出 769,088

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,433

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,660,095

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,619

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 網戸の買入れ 261,360

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（後期・役務・３月分２） 1,544

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,488

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校保存食（牛乳）費の支出及び精算 495

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 役務費 平成30年度入学者決定適正検査問題に係る著作権料 5,400

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度入学者決定適正検査問題に係る著作権料 29,160

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 99,438

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,128,506

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ろ紙外13点の買入れ 177,336

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ろ紙外13点の買入れ 40,824

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 フライングディスク外２点の買入れ 172,108

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 小石川ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ部定期演奏会付帯設備費用の支出 42,170

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）の支出 2,332,800
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教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 平成29年度要保護・準要保護生徒援助費（学校給食費） 94,895

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 3年生歴史におけるｱｼﾞｱ留学生による講演講師謝礼 11,225

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,063

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 水泳部春合宿実施に伴う施設使用料の支出及び精算 47,670

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 平成29年度水泳部合宿引率に伴う旅費の支出 60,032

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 29,063

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 60,743

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 日直日誌外5点の買入れ 161,676

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日直日誌外5点の買入れ 121,824

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 三味線撥外5点の買入れ 32,108

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 三味線撥外5点の買入れ 4,860

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　ロボカップ和歌山大会引率旅費の支出 49,560

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 吹奏楽部定期演奏会実施に伴う付帯設備費の支出 20,900

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支 590

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外2校(29)空調設備定期点検保守委託 1,311,984

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立淵江高等学校外3校(29)空調設備定期点検保守委託 1,557,036

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立城東高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 379,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校(29)空調設備定期点検保守委託 1,295,217

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 晴海総合高校及び首都大学晴海キャンパス警備委託 1月 1,229,017

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル体重計用スタンド外73件の買入れ 393,392

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタル体重計用スタンド外73件の買入れ 88,873

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタル体重計用スタンド外73件の買入れ 75,025

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 模型外1件の買入れ 106,488

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 模型外1件の買入れ 131,328

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ホリゾント幕外3件の買入れ 110,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 ホリゾント幕外3件の買入れ 437,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 車椅子外18件の買入れ 28,013

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 車椅子外18件の買入れ 460,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 車椅子外18件の買入れ 372,319

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 防球用ネットの買入れ 232,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バッテリー外65件の買入れ 2,592

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バッテリー外65件の買入れ 739,951

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バッテリー外65件の買入れ 269,417

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ループコースター外53件の買入れ 990,738
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ループコースター外53件の買入れ 56,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度図書館用図書の買入れ(竹台外31校)1月分 1,771,585

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度図書館用図書の買入れ(竹台外31校)1月分 71,012

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校(中央コース)　1月分 746,334

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校（南コース）1月分 880,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校（東コース）1月分 880,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾盲学校（江戸川コース）1月分 774,036

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾盲学校（足立コース）1月分 576,106

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾特別支援学校（南葛飾コース）1月分 779,652

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾特別支援学校（北葛飾コース）1月分 702,756

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立足立特別支援学校（西コース）1月分 825,153

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立足立特別支援学校（東コース）1月分 800,532

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立白鷺特別支援学校（平井コース）1月分 759,132

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立白鷺特別支援学校（葛西コース）1月分 832,788

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（大田コース）1月分 669,816

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（品川コース）1月分 669,816

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（渋谷コース）1月分 962,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　1月分 1,432

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　1月分 8,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　1月分 562

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　1月分 405,663

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　1月分 96,215

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立芝商業高校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 720,792

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立東高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 1,675,944

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立墨田工業高校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 1,256,580

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立本所高等学校外1校(29)空調設備遠方管理保守委託 567,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立本所高等学校外1校(29)空調設備遠方管理保守委託 210,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立東高校外3校(29)空調設備定期点検保守委託 1,081,944

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六本木高等学校　建物清掃委託　1月 439,992

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校 屋上緑化維持管理委託　1月 100,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小松川高校外4校 屋上緑化維持管理委託　1月分 78,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日本橋高校外4校 屋上緑化等維持管理委託　1月分 64,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託　１月分 54,864

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託　１月分 205,740
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立新宿山吹高等学校設備保守点検委託 751,140

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立工芸高等学校　建物清掃委託　1月 443,988

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 味認識装置外4件の買入れ 818,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 味認識装置外4件の買入れ 10,157,508

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 味認識装置外4件の買入れ 39,852

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカーシステム外116件の買入れ 91,044

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 スピーカーシステム外116件の買入れ 183,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スピーカーシステム外116件の買入れ 9,828

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカーシステム外116件の買入れ 1,309,025

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スピーカーシステム外116件の買入れ 234,036

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 スピーカーシステム外116件の買入れ 115,441

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカーシステム外116件の買入れ 1,188,054

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 スピーカーシステム外116件の買入れ 89,532

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立紅葉川高等学校プール可動式上屋点検委託 410,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 カウンタークロス外63件の買入れ 8,780

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 カウンタークロス外63件の買入れ 1,123

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カウンタークロス外63件の買入れ 384,210

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カウンタークロス外63件の買入れ 243,551

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 カウンタークロス外63件の買入れ 23,717

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 新聞はさみ外47件の買入れ 864

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞はさみ外47件の買入れ 177,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞はさみ外47件の買入れ 4,212

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 新聞はさみ外47件の買入れ 225,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器外1件の買入れ 19,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（港コース）1月分 1,250,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（代々木コース）　1月分 1,070,496

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（北千住コース）1月分 1,043,340

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（町屋コース）1月分 1,041,817

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立白鷺特別支援学校（篠崎コース）1月分 1,462,860

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支払（支所・業平）2月分 55,159

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 三田高等学校外7校 屋上緑化維持管理委託　1月分 104,542

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立工芸高等学校　ねずみ防除作業委託　2月 70,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機4件の借入れ（長期継続契約） 379,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（第三商業高校外4校） 397,440
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（農産高校） 13,824

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンターの借入れ（青山特別支援学校） 5,292

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（城東特別支援学校） 93,744

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバーシステムの借入れ 20,250

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバーシステムの借入れ 12,906

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立向丘高等学校　建物清掃委託 302,832

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ビデオ会議システムの借入れ（白鴎高等学校） 34,992

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立学校図書館管理用電子情報機器(平成26年度)2月分 34,992

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 図書室用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑの借入れ　2月分 19,163

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 図書室用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑの借入れ　2月分 19,162

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(水元小合学園)　2月分 21,816

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(都立城東特別支援学校) 2月分 32,292

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 一文字幕外3件の買入れ 543,456

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一文字幕外3件の買入れ 50,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立白鴎高等学校付属中学校外80校　ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀ校正委託 1,320,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう学校外5校 芝生保護管理委託(単価)1月 12,506

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう学校外5校 芝生保護管理委託(単価)1月 14,882

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 淵江高校外4校 芝生保護管理委託(単価)1月 307,557

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 新宿山吹高等学校給食調理業務（単価契約）1月分 951,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田特支　通学路交通誘導警備業務委託（単価）１月分 453,492

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)1月分 186,676

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)1月分 3,175

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)1月分 63,934

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)1月分 1,071

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(南葛飾高校)1月分 655

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約の継続支払について 29,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城南特別支援学校外5校 消防用設備等保守点検委託 626,508

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立竹早高等学校外1校(29)空調設備運転点検保守委託 2,102,328

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 晴海総合高校及び首都大学晴海キャンパス建物清掃 1月 1,348,174

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 東部センター支所　出勤管理システムの借入れ・２月分 71,031

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 出席簿外135件の買入れ 9,165

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 出席簿外135件の買入れ 576,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 出席簿外135件の買入れ 72,506

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 出席簿外135件の買入れ 135,312
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 出席簿外135件の買入れ 236,102

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 給食白衣外35件の買入れ 39,238

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 給食白衣外35件の買入れ 123,746

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 給食白衣外35件の買入れ 422,561

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 給食白衣外35件の買入れ 417,532

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 給食白衣外35件の買入れ 74,935

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 58,838

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 167,323

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 137,627

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 13,824

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 889,002

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 支柱外58件の買入れ 4,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 キャスター付き鏡外14件の買入れ 158,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 キャスター付き鏡外14件の買入れ 94,068

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 キャスター付き鏡外14件の買入れ 240,732

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 自立支援機器の借入れ（水元小合学園） 39,744

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立小岩高等学校外2校(29)空調設備定期点検保守委託 1,437,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日本橋高校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 1,148,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（蔵前工業）2月分 284,130

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（芝商業:総合実践室）2月分 412,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（芝商業：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実習室） 2月 294,315

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（荒川商業）2月分 293,265

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（葛飾商業）2月分 294,315

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（江東商業）　2月分 294,315

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（第三商業）2月分 292,740

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（橘）2月分 432,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（晴海総合）2月分 227,892

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（葛飾総合）2月分 137,130

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（新宿山吹）2月分 254,205

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（大江戸）2月分 162,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（忍岡）2月分 241,815

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（工芸）2月分 401,100

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（荒川工業）2月分 256,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（墨田工業）2月分 259,119
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（葛西工業）2月分 229,530

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（橘外１校）2月分 267,750

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（江東商業）2月分 101,220

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（芝商業）2月分 382,830

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（六郷工科）2月分 265,335

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（六郷工科ﾈｯﾄﾜｰｸ実習室）2月 479,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（六郷工科HW実習室外2件） 2月 270,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（橘ｿﾌﾄｳｪｱ室外１件）2月分 397,008

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（橘ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ室外1件）2月分 324,648

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（農産ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実習準備室） 2月 160,812

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電計算組織の借入れ（科学技術ﾛﾎﾞｯﾄ制御室外1件）2月 466,344

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（科学技術第2CAD室外1件） 2月 427,410

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(墨田工業電気実験室外1件) 2月 242,244

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(足立工業自動制御室外2件) 2月 370,764

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(工芸機械室内PC室外1件)　2月分 264,384

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(工芸ﾀｲﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ実習室外2件)　2月 313,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(荒川商業ﾃﾞｰﾀ処理実習室)　2月分 262,872

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 淵江高校外1校 壁面緑化維持管理委託 1月 50,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立矢口特別支援学校　校舎清掃業務委託　2月 44,452

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（忍岡）　2月分 134,946

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第三商業第２情報処理室)　2月 249,048

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第三商業商業実践室)　2月分 361,152

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(足立工業CAD製図室)　2月分 157,248

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（城北特支）2月分 33,445

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（城北特支）2月分 5,867

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(荒川工業情技第2PC室外1)　2月 412,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(荒川工電気科CAD室外1件)　2月 237,276

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(蔵前工業Ｍ実習室外1件)　2月 259,146

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立第三商業高校ほか１校（東29）屋外照明改修工事 607,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 日比谷高校外27校 廃液・廃薬品収集運搬及び処分委託 56,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日比谷高校外27校 廃液・廃薬品収集運搬及び処分委託 626,832

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 日比谷高校外27校 廃液・廃薬品収集運搬及び処分委託 4,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 日比谷高校外27校 廃液・廃薬品収集運搬及び処分委託 35,208

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 身長体重計外17件の買入れ 2,338,200
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 スクリーン外67件の買入れ 346,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 スクリーン外67件の買入れ 673,078

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スクリーン外67件の買入れ 38,189

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スクリーン外67件の買入れ 535,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スクリーン外67件の買入れ 507,881

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スクリーン外67件の買入れ 895,957

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スクリーン外67件の買入れ 376,963

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 スクリーン外67件の買入れ 451,883

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 スクリーン外67件の買入れ 126,489

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外54件の買入れ 17,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外54件の買入れ 1,291,572

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外54件の買入れ 228,463

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外54件の買入れ 78,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外39件の買入れ 534,916

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機外39件の買入れ 233,482

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 掃除機外39件の買入れ 514,642

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 充てん機の修繕 526,284

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立八潮高等学校（東29）プールサイド改修工事 4,472,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（奥戸コース）1月分 963,352

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（柴又コース）1月分 959,464

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（日暮里コース）1月分 886,896

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（扇コース）1月分 981,612

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（舎人コース）1月分 886,896

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（中央コース）1月分 838,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（西尾久コース）1月分 942,732

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（浅草コース）1月分 862,488

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（錦糸コース）1月分 932,688

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（森下コース）1月分 831,384

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（墨田コース）1月分 819,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（神田コース）1月分 776,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（辰巳コース）1月分 858,384

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（環七コース）1月分 686,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（梅島コース）1月分 939,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（西新井コース）1月分 893,700
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾盲学校外4校 屋上緑化維持管理委託 1月分 186,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城南特別支援学校外3校 屋上緑化維持管理委託 1月 60,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立東高校外5校 屋上緑化維持管理委託 1月 77,220

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（三田外４校）2月分 2,091,906

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（上野外４校）　2月分 2,271,672

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（淵江外４校）　2月分 2,138,346

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（大森外５校）　2月分 2,572,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（足立外５校）2月分 2,512,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(荒川商業総合実践室)　2月分 305,316

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(江東商業第１電算室)　2月分 263,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新宿山吹高等学校　建物清掃委託　1月 590,328

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(江東商業情報処理室)　2月分 240,732

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(葛飾商業第４情報処理室)　2月分 266,976

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(足立情報処理室)　2月分 246,024

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子生産組織借入れ(芝商業PC実習室)　2月分 262,332

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(足立工業PC室M外1件)　2月分 178,092

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(葛飾総合ＰＣ教室)　2月分 243,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(葛飾商業ワープロ室)　2月分 263,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(江東商業ワープロ室)　2月分 263,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(第三商業英文タイプ室)　2月分 262,224

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(本所工業CAD/CAM室外2件)　2月分 329,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(墨田工業計測実習室外2件)　2月 293,004

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(葛西工業自動制御室外2件)　2月 301,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(科学技術第1情報室外1件)　2月分 286,675

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(科学技術NC工作機械室外1件) 2月 355,687

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(橘製品評価室)　2月分 358,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(工芸I科室内計画室外2件)　2月分 323,676

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(六郷工科ﾌﾟﾚ室外1件)　2月 314,928

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(第三商業情報処理室)　2月 271,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(大江戸情報処理室)　2月分 142,236

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(晴海総合文書処理室2) 2月 110,592

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(晴海総合総合実践室)　2月 101,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(新宿山吹第2PC室)　2月 229,716

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(新宿山吹第3PC室)　2月分 229,932
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入(つばさ総合情報ｼｽﾃﾑ外1) 2月 301,860

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(つばさ総合ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ)　2月 179,712

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(芝商業文書処理室)　2月 287,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(葛飾商業第1情報処理) 2月 273,078

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(荒川工業電子科外2件) 2月 321,516

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(六郷工科DTP制作室)　2月 206,928

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(六本木PC室3外1件)　2月分 380,592

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(荒川商業文書処理1) 2月 317,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(荒川商業文書処理2)　2月 318,492

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(農産農場会議室外1件) 2月 243,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(葛飾商業第3情報処理) 2月 300,780

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(工芸)　2月分 99,770

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（白鴎高校附属中学校外4校） 287,604

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（白鴎高校附属中学校外4校） 128,628

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（墨田川高校外3校） 158,976

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（墨田川高校外3校） 158,976

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機3件の借入れ（長期継続契約） 137,592

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機3件の借入れ（長期継続契約） 49,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機4件の借入れ（向丘高校外3校） 136,512

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機4件の借入れ（向丘高校外3校） 165,888

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機4件の借入れ（八潮高校外3校） 252,612

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機4件の借入れ（八潮高校外3校） 11,232

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機6件の借入れ（白鴎高校外5校） 366,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機6件の借入れ（白鴎高校外5校） 80,460

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育用サーバー機等借入れ(科学技術) 2月分 222,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（都立工芸）　2月分 262,395

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校　建物清掃委託　1月 314,604

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立一橋高等学校外79校ファクシミリの借入れ　2月分 281,820

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 都立一橋高等学校外79校ファクシミリの借入れ　2月分 4,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立一橋高等学校外79校ファクシミリの借入れ　2月分 83,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(大田桜台第2情報処理室) 2月分 163,836

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLｼｽﾃﾑ用機器の借入れ(六郷工科高校外3校）2月分 2,066,580

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLｼｽﾃﾑ用機器の借入れ(六本木高校外4校）2月分 2,002,536

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(大田桜台総合実践室)　2月 401,328
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育電子計算機借入れ(大田桜台校内ｻｰﾊﾞ) 2月分 261,036

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立西高校外8校 空調機ﾌｨﾙﾀｰ等清掃(その2)10-12月分 179,626

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立西高校外8校 空調機ﾌｨﾙﾀｰ等清掃(その2)10-12月分 100,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立学校図書館管理用電子情報機器(平成29年度)2月分 1,948,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第三商業高等学校　車椅子昇降機点検委託 86,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノート外98件の買入れ 4,034

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノート外98件の買入れ 808,586

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノート外98件の買入れ 55,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子てんびん外32件の買入れ 730,339

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ビデオ会議システムの借入れ（白鴎高等学校追加分） 9,288

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（上野コース）1月分 1,436,616

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（南砂コース）1月分 1,122,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（両国コース）1月分 1,158,422

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（立花コース）1月分 1,189,188

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（東陽コース）1月分 1,070,496

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（亀戸コース）1月分 1,124,820

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（晴海コース）1月分 1,122,012

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（台東コース）1月分 1,083,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（町屋コース）１月分 1,054,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（日の出コース）1月分 1,022,332

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（西新井コース）1月分 1,095,984

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（花畑コース）1月分 1,028,376

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（綾瀬コース）１月分 1,174,532

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（荒川コース）１月分 1,284,746

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 水元特別支 産業廃棄物収集処分(単価契約)再契約 1月 1,306

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 水元特別支 産業廃棄物収集処分(単価契約)再契約 1月 2,835

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高一般廃棄物収集運搬（単価契約）再契約分　1月 11,566

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 江東特別支援学校給食配送業務委託(単価契約)  1月 152,064

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江北高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 498,312

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（一橋:第二CALL教室）2月分 236,565

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（一橋:第一CALL教室）2月分 344,904

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（蒲田）2月分 455,700

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（新宿山吹）2月分 378,525

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（葛西南）2月分 224,070
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（江東商業）2月分 196,350

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（深川）2月分 222,810

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（八潮）2月分 428,715

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（江北）2月分 195,300

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（青井）2月分 211,575

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（葛飾総合）2月分 422,835

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（橘）2月分 408,019

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（日比谷）2月分 430,920

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（向丘）2月分 434,052

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（白鴎）　2月分 447,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（足立西）2月分 448,416

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（荒川商業）2月分 198,180

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（蔵前工業）2月分 416,556

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（南葛飾）2月分 249,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（江戸川）2月分 301,644

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（紅葉川）2月分 440,100

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（第三商業）2月分 401,544

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（墨田工業）2月分 400,140

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（篠崎）2月分 268,704

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 職能開発PCの借入れ（足立特支:本校舎PC室外2件）2月 209,282

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（青山特支）2月分 33,912

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 就業技術科PCの借入れ（水元小合学園）2月分 338,904

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（港特支外３校）2月分 101,844

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（足立特支外４校）2月分 113,292

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（葛飾ろう）2月分 196,776

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（城東特支）2月分 27,756

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（鹿本学園外２校）2月分 98,712

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（水元小合学園実習室外１件）2月 292,572

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(白鴎附属中)　2月分 156,450

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(小石川中等教育:前期)　2月分 422,310

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(両国附属中)　2月分 429,607

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(小岩:追加分)　2月分 9,396

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(江北:追加分)　2月分 9,860

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ(紅葉川:追加分)　2月分 17,928

895 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置借入れ（小岩）2月分 215,460

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 電子カルテシステムの借入れ（文京盲）2月分 204,660

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALLシステム)の借入れ(青山高校）2月 214,452

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 職能開発科実習用PCの借入れ（港特支）2月分 67,284

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALLシステム)の借入れ(忍岡高校)　2月 195,300

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（文京盲外2室）2月分 212,220

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ（文京盲外2室）2月分 65,448

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLｼｽﾃﾑ用機器の借入れ(白鴎高校追加分）2月分 14,798

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 業務用ヒーターの借入れ 102,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PC及び周辺機器の借入れ(葛飾ろう）2月分 185,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 複合機の買入れ 479,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテン外16件の買入れ 152,701

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（花保コース）１月分 1,260,727

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（汐入コース）　１月分 1,203,768

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（千住コース）　１月分 1,194,847

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（水元コース）1月分 1,380,024

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（金町コース）1月分 1,416,614

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（堀切コース）1月分 1,536,084

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（亀有コース）　1月分 1,303,367

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（柴又コース）1月分 1,394,323

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（青戸コース）１月分 1,224,672

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（六木コース）１月分 1,541,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（立石コース）1月分 1,325,808

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（堀切コース）1月分 1,219,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 忍岡高校外11校　図書館管理業務委託（単価）１月分 5,620,051

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 産業医報償費の継続支払いについて（２月分） 54,004

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立高校外4校 屋上緑化維持管理委託 1月 67,291

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立紅葉川高等学校　建物清掃委託　２月分 455,652

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立美原高等学校　建物清掃委託　2月分 350,568

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立淵江高等学校　建物清掃委託　2月 349,837

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立東高等学校　建物清掃委託　2月 352,512

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立東高等学校　建物清掃委託　2月 312,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立高等学校　建物清掃委託　2月 387,828

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立新田高等学校　建物清掃委託　2月 312,768
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立竹早高等学校　建物清掃委託　2月 361,285

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校　建物清掃委託　2月 364,500

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立葛西南高等学校　建物清掃委託　2月 624,672

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立葛西工業高等学校　建物清掃委託　2月 595,512

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立工業高等学校　建物清掃委託　2月 312,768

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江戸川高等学校外３校　便所消毒清掃委託その２　１月 86,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 江戸川高等学校外３校　便所消毒清掃委託その２　１月 226,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立忍岡高等学校　建物清掃委託　2月 339,228

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立城東高等学校　物品運搬及び保管業務委託2月 162,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 プールの買入れ 1,587,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 遮光カーテン外6件の買入れ 31,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 遮光カーテン外6件の買入れ 356,076

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 遮光カーテン外6件の買入れ 159,408

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの買入れ 261,273

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N瑞江コース）1月分 1,183,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N一之江コース）1月分 1,441,314

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N西葛西コース）1月分 1,030,590

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N平井船堀コース）1月分 1,089,612

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N江戸川コース）1月分 1,355,157

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S環七②コース）1月分 1,152,489

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S環七①コース）1月分 1,299,957

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ葛西コース）1月分 1,032,966

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ青戸コース）1月分 1,311,606

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 197,238

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 44,336

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 85,026

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 17,583

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ亀有コース）1月分 1,291,928

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 117,921

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 38,118

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 56,823

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 9,623

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ平井コース）1月分 1,259,204

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）1月 121,141
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）1月 54,636

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）1月 53,688

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）1月 7,190

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一橋高等学校外2校　廃棄物収集・処分（単価）1月 60,091

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一橋高等学校外2校　廃棄物収集・処分（単価）1月 38,448

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ船堀コース）1月分 1,264,615

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 84,247

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 27,647

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 26,949

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 3,856

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ綾瀬コース）1月分 1,319,403

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ金町コース）1月分 1,291,140

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 71,486

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 32,685

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 40,763

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）　1月 16,096

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江北高校外10校　図書館管理業務委託（単価）１月分 3,696,541

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（保木間コース）1月分 974,005

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（扇コース）1月分 969,884

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（鹿浜コース）1月分 845,424

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（入谷コース）1月分 859,356

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平和島コース）1月分 641,163

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（碑文谷コース）1月分 642,708

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（大森コース）1月分 641,163

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平塚橋コース）1月分 620,551

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（東山コース）1月分 825,012

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（旗の台コース）1月分 641,422

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（海岸コース）1月分 641,368

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(淵江高等学校)2月分 2,471

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛飾商業高校）1月分 650

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（足立新田高校）1月分 456

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（都立葛飾野高校）1月分 7,857

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛飾野高校）1月分 228

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（都立足立高校）1月分 2,606
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（竹台高等学校）1月分 6,758

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校外５校 屋上緑化維持管理委託 1月分 100,170

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田特別支援学校外4校 屋上緑化維持管理委託 1月 83,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江東商業高等学校　建物清掃委託　2月 332,424

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立三田高等学校　建物清掃委託　2月 336,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 淵江高校外1校 壁面緑化維持管理委託 2月 50,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クラリネット外13件の買入れ 353,505

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 クラリネット外13件の買入れ 257,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「重要古文単語315」外33件の買入れ 127,050

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ篠崎コース）1月分 852,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N葛西コース）1月分 927,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N小岩コース）1月分 866,295

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N篠崎コース）1月分 979,965

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S江戸川コース）1月分 817,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ柴又コース）1月分 894,888

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ南葛西コース）1月分 888,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ小岩コース）1月分 870,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城東高等学校外２校自家用電気工作物保安管理業務委託 55,404

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 121,500

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 577,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 43,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 216,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 86,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 446,580

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 27,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 199,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（環八コース）1月分 1,568,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（羽田コース）1月分 1,047,060

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（八潮コース）1月分 1,433,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（池上コース）1月分 1,544,508

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校(大崎コース)1月分 1,113,933

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（矢口コース）1月分 848,664

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（田園調布コース）1月分 764,964

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（五反田コース）1月分 699,840
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（大森コース）1月分 990,900

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（環七コース）1月分 887,652

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（第二京浜コース）1月分 919,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（中原コース）1月分 970,704

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（多摩川コース）1月分 723,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（第一京浜コース）1月分 729,864

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 深川高校外5校 屋上緑化維持管理委託 2月 90,504

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立葛飾野高等学校　建物清掃委託　２月分 312,768

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日本橋高等学校　建物清掃委託　２月分 340,755

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立墨田工業高等学校　建物清掃委託　２月分 385,236

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大田桜台高等学校　建物清掃委託　２月分 298,836

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青山高等学校　建物清掃委託　２月分 369,576

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立広尾高等学校　建物清掃委託　2月 343,980

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立葛飾総合高校・本所工業高校　建物清掃委託　2月 368,064

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立一橋高等学校　建物清掃委託　2月 436,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立篠崎高等学校　物品保管業務委託　２月分 347,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立特別支援学校　便所消毒清掃委託　２月分 81,298

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立晴海総合高等学校　環境整備業務委託　２月分 287,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大江戸高等学校　建物清掃委託　2月 391,824

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立浅草高等学校　建物清掃委託　２月分 417,852

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城北特別支援学校　便所消毒清掃委託　２月分 86,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立南葛飾高等学校　物品運搬及び保管業務委託　２月 335,988

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 歩行車の買入れ 240,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 筆外27件の買入れ 59,249

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 筆外27件の買入れ 46,267

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 筆外27件の買入れ 116,964

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クリーナー外153件の買入れ 1,165,882

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 クリーナー外153件の買入れ 1,306,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クリーナー外153件の買入れ 91,152

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリーナー外153件の買入れ 6,566

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 草刈機の買入れ 206,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 2,258

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 147,810

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 704
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 2,848

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 447

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 4,752

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 363,289

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 92,697

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ファックス原稿用紙外101件の買入れ 108,795

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（目黒コース）1月分 1,009,908

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（環七コース）1月分 1,065,204

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立竹台高等学校外３校　床及び窓ガラス等清掃委託 1,427,608

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 光学マーク読取装置の買入れ 1,401,624

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 1月 24,488

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 1月 10,108

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 葛飾商業・本所工業給食配送業務委託（単価契約）1月 371,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 大江戸・橘高等学校給食配送業務委託（単価契約）2月 371,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 農産・南葛飾高等学校（夜間）給食配送（単価）2月分 371,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 浅草・荒川商・荒川工給食配送業務 (単価契約) 2月 691,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校　建物清掃委託　2月 398,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立東高校外5校 屋上緑化維持管理委託 2月 77,220

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立南葛飾高等学校　建物清掃委託　２月分 406,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大森高等学校外1校　建物清掃委託　2月 267,192

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立科学技術高等学校　建物清掃委託　2月 303,696

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立文京盲学校外１校　寄宿舎環境整備業務委託　２月 295,488

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立新宿山吹高等学校設備保守点検委託 923,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校　非常通報装置の借入れ　2月分 84,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）1月 93,722

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）1月 58,579

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）1月 5,098

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）1月 2,073

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 1月 1,749

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 1月 6,561

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 91,014

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 60,551

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 95,014

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）1月 14,100
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高校一般廃棄物収集運搬（単価契約）再契約分 2月 22,744

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 都立江東特別支援学校給食配送業務委託(単価契約) 2月 161,568

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校外５校 屋上緑化維持管理委託 2月 91,530

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立新田高校外1校車椅子用段差解消機等保守点検委託 75,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立新田高校外1校車椅子用段差解消機等保守点検委託 118,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小松川高校外4校 屋上緑化維持管理委託 2月 70,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立荒川商業高等学校　建物清掃委託　２月分 383,724

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立城東高等学校外５校　便所消毒清掃委託　２月分 150,757

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城東高等学校外５校　便所消毒清掃委託　２月分 203,169

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 晴海総合高校及び首都大学晴海キャンパス警備委託2月 1,110,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 晴海総合高校及び首都大学晴海キャンパス建物清掃2月 1,348,174

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 晴海総合高校及び首都大学東京晴海ｷｬﾝﾊﾟｽ設備保守委託 1,572,912

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度都立港特別支援学校外８校施設点検業務委託 2,052,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立白鴎高等学校付属中学校外80校　ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀ校正委託 301,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 自動真空巻締機外3件の買入れ 2,289,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 自動真空巻締機外3件の買入れ 709,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立芝商業高等学校（東29）プール塗装改修工事 2,355,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 セール外2件の買入れ 237,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞな国語科授業づくり」外14件の買入れ 32,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍「ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞな国語科授業づくり」外14件の買入れ 10,157

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペーパーフィーダー外5件の買入れ 272,851

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一橋高校外11校　図書館管理業務委託（単価）１月分 4,580,197

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期 グラウンド用白線の買入れ(単価契約) 609,336

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期 グラウンド用白線の買入れ(単価契約) 5,940

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期 更紙外13件の買入れ(単価契約) 211,939

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期印刷機用インク外3件の買入れ 212,349

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 101,543

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立墨田川高等学校　建物清掃委託　２月分 329,918

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 195,070

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 パーテーション外84件の買入れ 605,232

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 81,529

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 3,701,538

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 パーテーション外84件の買入れ 228,334

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 3,765,528
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 パーテーション外84件の買入れ 109,058

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 1,488,121

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 パーテーション外84件の買入れ 130,734

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾盲学校外4校 屋上緑化維持管理委託 2月 152,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立葛飾ろう学校外１校　便所消毒清掃委託　２月分 99,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農産高校 農場整備業務委託 2月 230,364

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 73,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 75,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江戸川高校外３校　便所消毒清掃委託その２　２月分 86,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 江戸川高校外３校　便所消毒清掃委託その２　２月分 129,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城北特別支援学校 昇降機設備定期点検保守委託 153,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立新宿山吹高等学校（東29）グラウンド照明改修工事 4,376,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大田桜台高校外4校 産廃(水銀等)収集運搬委託 216,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 裁断機用替刃外121件の買入れ 18,260

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 裁断機用替刃外121件の買入れ 908,339

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 裁断機用替刃外121件の買入れ 47,777

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 DVD「ムービー世界史　1巻」外22件の買入れ 354,272

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 DVD「ムービー世界史　1巻」外22件の買入れ 454

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイマー外12件の買入れ 246,758

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 タイマー外12件の買入れ 5,011

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 SDメモリーカード外24件の買入れ 190,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 SDメモリーカード外24件の買入れ 449,172

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 SDメモリーカード外24件の買入れ 7,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スライドファイル外39件の買入れ 4,949

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スライドファイル外39件の買入れ 760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スライドファイル外39件の買入れ 375,272

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スライドファイル外39件の買入れ 78,676

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球フェンス外14件の買入れ 13,822

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 防球フェンス外14件の買入れ 25,250

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 防球フェンス外14件の買入れ 117,925

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 防球フェンス外14件の買入れ 61,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球フェンス外14件の買入れ 207,803

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インク外6件の買入れ 277,884

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インク外6件の買入れ 71,496
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 スピーカー外12件の買入れ 106,563

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカー外12件の買入れ 257,706

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スピーカー外12件の買入れ 84,942

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 スピーカー外12件の買入れ 249,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 スピーカー外12件の買入れ 150,579

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 スピーカー外12件の買入れ 88,884

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 温風機の買入れ 231,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ7件の買入れ 261,273

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾特支　通学路交通誘導警備業務委託（単価）２月分 287,712

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 葛飾商業・本所高校給食配送業務委託（単価契約）2月 371,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)12月分 492,733

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)12月分 85,870

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)12月分 13,191

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 119,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（橘高校）12月分 1,521

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（江戸川高校）12月分 3,567

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）1月 98,535

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）1月 56,222

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）1月 73,914

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）1月 14,835

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 墨田工・蔵前・第三商給食配送業務(単価契約)　2月 870,264

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 文京盲学校　通学路交通安全指導業務委託　2月分 58,482

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛西工業高校）1月分 1,572

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(城東特支)2月分 19,378

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　2月分 399,647

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　2月分 94,664

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　2月分 7,372

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 青井高等学校外37校粉じん計較正委託（単価契約）2月 94,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　2月分 4,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)　2月分 180

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう外４校　通学路交通誘導警備業務委託　２月分 540,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城東特支　通学路交通安全指導業務委託（単価）2月分 58,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット券の継続支払について 22,506

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六本木高等学校　建物清掃委託　2月分 676,188
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江北高等学校　建物清掃委託　2月 439,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立両国高等学校　建物清掃委託　2月 287,388

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青井高等学校　建物清掃委託　2月 287,712

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立荒川工業高等学校　建物清掃委託　2月 378,972

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立上野高等学校　建物清掃委託　2月 437,184

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立竹台高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 77,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立竹台高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 159,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 温度湿度記録計外86件の買入れ 1,108,047

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 温度湿度記録計外86件の買入れ 32,076

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立晴海総合高等学校（東29）蓄電池改修工事 7,074,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「実例詳解古典文法総覧」外73件の買入れ 20,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「実例詳解古典文法総覧」外73件の買入れ 141,748

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「実例詳解古典文法総覧」外73件の買入れ 15,166

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍「実例詳解古典文法総覧」外73件の買入れ 54,966

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 新宿山吹高等学校給食調理業務（単価契約）2月分 866,700

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期 グラウンド用白線の買入れ(単価契約) 59,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（江戸川高校）1月分 111

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立工芸高等学校　建物清掃委託　2月 466,776

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外124件の買入れ 883,688

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外124件の買入れ 1,875,237

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外124件の買入れ 457,315

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 11,351

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 51,257

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 18,835

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 4,925

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 9,147

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 体操マット外136件の買入れ 122,083

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 1,921,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 体操マット外136件の買入れ 26,622

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 体操マット外136件の買入れ 202,900

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 防球ネット外2件の買入れ 384,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 防球ネット外2件の買入れ 166,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシン外33件の買入れ 665,460

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミシン外33件の買入れ 12,348
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立足立特別支援学校（東コース）2月分 847,622

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立足立特別支援学校（西コース）2月分 873,691

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（入谷コース）2月分 945,054

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（鹿浜コース）2月分 938,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（環七コース）2月分 768,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（田園調布コース）2月分 867,996

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（矢口コース）2月分 960,336

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（五反田コース）2月分 800,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（多摩川コース）2月分 820,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（第一京浜コース）2月分 816,696

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)1月分 452,788

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)1月分 85,942

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)1月分 11,953

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（橘高校）1月分 891

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（27）2月分 61

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（江戸川高校）1月分 4,812

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立文京盲学校外2校(29)空調設備 運転点検保守委託 1,721,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 54,864

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託　２月分 192,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外２校　環境整備業務委託　２月分 139,536

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外２校　環境整備業務委託　２月分 151,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立工芸高等学校設備等管理保全業務委託 2,121,660

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（中央コース）2月分 927,180

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（日暮里コース）2月分 982,152

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城北特別支援学校（舎人コース）2月分 982,152

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城南特別支援学校外3校 屋上緑化維持管理委託 2月分 50,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田特別支援学校外4校 屋上緑化維持管理委託 2月 93,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 三田高等学校外7校 屋上緑化維持管理委託 2月 86,077

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校 屋上緑化維持管理委託 100,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立本所高等学校　建物清掃委託　2月分 278,748

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深川高等学校　建物清掃委託　2月 312,984

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立小岩高等学校　建物清掃委託　２月 466,776

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新宿山吹高等学校　建物清掃委託　２月 403,548

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城東高等学校外２校自家用電気工作物保安管理業務委託 55,404
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 墨田工業高校　自動車検査整備装置外3件の点検委託 581,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 六郷工科高等学校　自動車整備用機器外4件の点検委託 637,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ミートチョッパー外4件の買入れ 1,898,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ミートチョッパー外4件の買入れ 4,546,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 32,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 37,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 53,784

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 77,868

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 52,920

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 1,441,260

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 デジタルカメラ外120件の買入れ 301,968

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 デジタルカメラ外120件の買入れ 108,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 1,063,584

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラ外120件の買入れ 254,016

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スクリーン外2件の買入れ 893,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コードリール外23件の買入れ 492,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コードリール外23件の買入れ 74,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 コードリール外23件の買入れ 4,860

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学級日誌外100件の買入れ 18,100

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学級日誌外100件の買入れ 500,969

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学級日誌外100件の買入れ 23,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 34,312

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 298,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 86,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 9,601

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 167,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 91,104

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 寝具入れ兼大型整理戸棚外47件の買入れ 5,076

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外25件の買入れ 12,204

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外25件の買入れ 741,550

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外25件の買入れ 25,142

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外25件の買入れ 36,288

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外80件の買入れ 6,048

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外80件の買入れ 1,188
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外80件の買入れ 529,694

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外80件の買入れ 155,296

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 スクリーンの買入れ 991,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機マスター外7件の買入れ 655,668

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立水元特別支援学校（仮設校舎）ＬＡＮ等配線委託 639,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スリッパ外86件の買入れ 14,818

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スリッパ外86件の買入れ 670,399

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 スリッパ外86件の買入れ 9,439

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スリッパ外86件の買入れ 15,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 都立六郷工科・雪谷・大森高校給食配送業務委託 2月 660,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（森下コース）2月分 972,972

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 58,421

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 26,676

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 14,697

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）1月 2,030

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（浅草コース）2月分 987,336

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（辰巳コース）2月分 996,408

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（神田コース）2月分 886,572

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（墨田コース）2月分 948,564

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S江戸川コース）2月分 917,352

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ小岩コース）2月分 980,856

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田特支　通学路交通誘導警備業務委託（単価）２月分 480,168

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ篠崎コース）2月分 960,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 2月 23,950

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 2月 12,441

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 2月 1,728

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 2月 6,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）2月 190,298

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）2月 54,957

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）2月 94,936

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）2月 22,334

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）2月 91,614

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）2月 37,898

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）2月 33,307
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）2月 5,443

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）2月 125,896

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）2月 55,725

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）2月 62,333

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）2月 8,074

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）2月 93,922

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）2月 58,450

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）2月 4,460

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）2月 1,814

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)2月分 197,551

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)2月分 3,175

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)2月分 85,801

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)2月分 643

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(南葛飾高校)2月分 1,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立鹿本学園外2校(29)空調設備 運転点検保守委託 1,369,116

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミーティングテーブル外28件の買入れ 528,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミーティングテーブル外28件の買入れ 1,367,896

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 ミーティングテーブル外28件の買入れ 1,263,956

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 ミーティングテーブル外28件の買入れ 263,174

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミーティングテーブル外28件の買入れ 181,570

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（環七コース）　2月分 1,170,396

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（目黒コース）2月分 1,131,408

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（港コース）2月分 1,395,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（代々木コース）2月分 1,197,666

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（渋谷コース）2月分 1,020,060

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（両国コース）2月分 1,087,588

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（町屋コース）2月分 1,204,133

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（北千住コース）2月分 1,207,599

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（錦糸町コース）2月分 1,015,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨田特別支援学校（浅草コース）2月分 1,010,124

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（世田谷コース）2月分 1,335,150

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（六郷コース）2月分 1,342,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（羽田コース）2月分 1,798,740

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（池上コース）2月分 1,542,780
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校の旅客自動車による運送　2月分 1,930,068

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期印刷機用インク外12件の買入れ 3,430,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期印刷機用インク外12件の買入れ 575,100

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期印刷機用インク外16件の買入れ 2,171,016

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度後期印刷機用インク外16件の買入れ 281,232

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（亀戸コース）2月分 675,345

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（有明コース）2月分 736,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N小岩コース）2月分 936,765

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支払（支所・業平）３月分 67,442

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（海岸コース）2月分 708,717

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（旗の台コース）2月分 708,804

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（東山コース）2月分 921,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平塚橋コース）2月分 687,079

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（大森コース）　2月分 707,691

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（碑文谷コース）2月分 709,236

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平和島コース）2月分 707,691

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（大田コース）2月分 709,344

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（品川コース）2月分 709,344

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（大森コース）2月分 946,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（多摩川コース）2月分 895,752

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（台場コース）2月分 924,206

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（赤坂コース）2月分 924,429

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立青山特別支援学校（恵比寿コース）2月分 922,985

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東高校の旅客自動車による運送（単価）2月分 259,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大山外4校】空調設備定期点検保守委託 597,780

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大山外4校】空調設備定期点検保守委託 227,664

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立中野工業高等学校　建物清掃委託（1月分） 433,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 幼児用聴力検査システムの買入れ 10,454,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外28点の買入れ 126,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 ホワイトボード外28点の買入れ 750,708

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外28点の買入れ 1,826,388

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外28点の買入れ 697,464

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シリンダーゲージ外82点の買入れ 1,204,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳外60点の買入れ 55,404
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳外60点の買入れ 277,614

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳外60点の買入れ 120,236

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 教務手帳外60点の買入れ 180,166

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 トランシーバー中継器外30点の買入れ 33,156

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トランシーバー中継器外30点の買入れ 3,294

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランシーバー中継器外30点の買入れ 558,846

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランシーバー中継器外30点の買入れ 139,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マイク外16点の買入れ 7,413

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 マイク外16点の買入れ 26,255

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マイク外16点の買入れ 271,319

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 マイク外16点の買入れ 21,004

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 糖分計外23点の買入れ 80,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 糖分計外23点の買入れ 48,178

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 糖分計外23点の買入れ 259,578

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット券の継続支払いについて 20,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第一商業高等学校　建物清掃委託（１月分） 357,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大山高等学校　建物清掃委託（１月分） 380,268

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 29【世田谷総合外4】水銀廃棄物処分委託 77,112

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バット外5点の買入れ 46,537

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バット外5点の買入れ 104,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 救助袋外1点の買入れ 972,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 9,288

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 6,637

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 17,906

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 26,568

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 302,486

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 154,975

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ハンドソープ外74点の買入れ 8,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 シャフト外19点の買入れ 252,983

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シャフト外19点の買入れ 41,718

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】南田中ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 813,564

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】西大泉ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 780,192

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】学園駅ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 696,384

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】豊島園ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 757,944
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】保谷コースの旅客自動車による運送1月分 808,704

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】豊玉コースの旅客自動車による運送1月分 738,288

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】環八コースの旅客自動車による運送1月分 792,396

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】関町コースの旅客自動車による運送1月分 814,536

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】東大泉ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 807,084

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二千石ｺｰｽ旅客自動車による運送その２ 1月 241,758

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【松原外11校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 208,101

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外11校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 69,415

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【松原外11校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 150,127

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【松原外11校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 17,283

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】循環ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 742,348

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】王子ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 949,968

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】赤羽ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 939,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】文京ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 819,072

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】千石ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 635,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 循環ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 1月 252,093

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 王子ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 1月 360,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 赤羽ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 1月 341,172

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 文京ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 1月 313,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 118,243

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 33,285

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 103,896

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 14,308

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 国際高校　洋書整理関連業務委託（単価契約）1月分 54,961

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張に伴う旅費の支出（小笠原 3月 2/2) 41,645

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 農芸一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）1月分 241,725

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農芸一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）1月分 152,669

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(世田谷泉高校小パソコン室外1) 210,276

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(世田谷総合高校　情報実習室4) 107,244

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置生徒器の借入れ(深沢高校)2月分 9,345

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(世田谷泉高校　情報デザイン室) 75,816

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ(世田谷総合高校)2月分 441,180

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(世田谷総合高校）2月分 206,604

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ(都立深沢高校)2月分 264,180
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ(都立桜町高校)2月分 261,030

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(千早・PC3)2月分 269,535

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【小山台外24校】廃薬品収集運搬・処分委託 21,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【小山台外24校】廃薬品収集運搬・処分委託 745,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【小山台外24校】廃薬品収集運搬・処分委託 5,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【小山台外24校】廃薬品収集運搬・処分委託 59,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書架の買入れ 786,024

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 玉座外5点の買入れ 270,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 80,066

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 51,944

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 115,085

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 16,796

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数少額支払案件（一般需用費） 51,452

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度複数少額支払案件（役務費） 1,901

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医報償費の継続支払 54,004

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度中部学校経営支援ｾﾝﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ報償費支出 72,704

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【農芸】農場管理業務委託　１月分 286,740

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【園芸】農場及び動物管理業務委託　１月分 704,970

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 経理業務システム用サーバーの借入れ　2月分 491,292

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの借入れ　2月分 11,772

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立農芸高等学校　馬の預託　１月分 193,199

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立世田谷泉高等学校　建物清掃委託（１月分） 482,544

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 75,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 194,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立板橋特別支援学校（中29）プール改修工事 2,800,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】二子玉川ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 741,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大塚ろう】平和島ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 720,835

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】祖師谷ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 813,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】経堂コースの旅客自動車による運送1月分 698,544

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】目黒コースの旅客自動車による運送1月分 747,468

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】代々木ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 829,332

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】代官山ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 799,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】三宿コースの旅客自動車による運送1月分 928,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】池尻コースの旅客自動車による運送1月分 924,912
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 光明学園(上北沢･代官山)の旅客自動車による運送1月 108,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【練馬特支】通学路交通警備（バス停付近）（1月） 536,112

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】ピアノ調律「スタインウェイ」　1月分 23,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】ピアノ調律（単価契約）　1月分 64,184

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】ピアノ調律「スタインウェイ」　2月分 71,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（本校）】交通安全指導業務委託（1月分） 55,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【王子特支】交通安全指導業務委託（1月分） 45,900

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中野特支】通学路交通警備業務委託（1月） 241,574

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【青鳥特支】交通安全指導業務委託（1月分） 55,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（永福）】交通安全指導業務委託（1月分） 128,152

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（城東）】交通安全指導業務委託（1月分） 108,691

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外６校】屋上緑化維持管理委託　１月分 237,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【鷺宮外６】屋上緑化維持管理委託　１月分 107,892

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外8校】屋上・壁面緑化維持管理　１月分 174,677

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立石神井高等学校　建物清掃委託（1月分） 335,664

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ(豊多摩高校外2校)2月分 1,262,466

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム機器の借入れ(富士高校附属中学外4校)2月 1,739,312

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 CALLシステム機器の借入れ(富士高校附属中学外4校)2月 438,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ(園芸外4校)２月分 229,392

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ(園芸外4校)２月分 8,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ(板橋高校外2校)2月分 1,636,848

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【雪谷外17校】建築設備及び防火設備定期点検業務委託 3,121,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 卓球ラケット外39点の買入れ 12,139

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 卓球ラケット外39点の買入れ 1,630

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓球ラケット外39点の買入れ 988,105

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓球ラケット外39点の買入れ 183,060

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 卓球ラケット外39点の買入れ 15,066

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスライター外72点の買入れ 13,932

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 ガスライター外72点の買入れ 473,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスライター外72点の買入れ 1,719,371

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ガスライター外72点の買入れ 740,707

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスライター外72点の買入れ 7,776

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 天体投影装置外1点の買入れ 378,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 天体投影装置外1点の買入れ 1,204,200
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 竹刀外4点の買入れ 217,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ラシャ紙外67点の買入れ 4,569

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラシャ紙外67点の買入れ 188,586

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラシャ紙外67点の買入れ 91,209

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デスクライト外21点の買入れ 224,078

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】荒川ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,169,748

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】豊島ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,994,328

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外11校】図書館管理業務委託（単価契約）12月分 4,934,813

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外10校】図書館管理業務委託（単価契約）12月分 4,062,369

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】高田コースの旅客自動車による運送1月分 781,380

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】長崎コースの旅客自動車による運送1月分 725,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大崎・六本木】給食配送業務委託(単価契約)1月分 255,150

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【飛鳥・桐ヶ丘】給食配送業務委託(単価契約)1月分 298,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】板橋コースの旅客自動車による運送1月分 974,484

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】水道町コースの旅客自動車による運送1月分 852,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大山・板橋有徳・北豊島工業】給食配送業務委託 616,032

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】浮間コースの旅客自動車による運送1月分 806,868

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】文京コースの旅客自動車による運送1月分 736,020

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【農芸・稔ヶ丘】給食配送業務委託(単価契約)1月分 317,952

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】神谷コースの旅客自動車による運送1月分 778,788

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】尾久コースの旅客自動車による運送1月分 758,052

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【荻窪・松原】給食配送業務委託(単価契約)1月分 337,824

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【神代】物品保管業務委託（２月分） 48,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立田園調布高等学校　建物清掃委託（２月分） 309,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深沢高等学校　建物清掃委託（２月分） 356,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立富士高等学校　建物清掃委託（２月分） 332,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ(大塚ろう・城東分教室) 2月分 51,516

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29教育用PCの借入れ（大泉特支）2月分 57,225

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立田柄高等学校　建物清掃委託（2月分） 332,821

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(総合工科) 2月分 404,330

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(園芸高校) 2月分 191,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第一商業高校) 2月分 295,596

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(総合工科高校) 2月分 519,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(総合工科高校) 2月分 340,032
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(第一商業高校) 2月分 358,575

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(総合工科高校) 2月分 309,949

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(園芸高校) 2月分 425,628

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第一商業高校・ワープロ室) 2月 263,088

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第一商業高校) 2月分 263,304

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機外1点の借入れ(松原高校外1校) 2月分 141,588

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 産業教育実習サーバ等の借入れ(総合工科高校) 2月分 587,952

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第一商業高校・総合実践室) 2月 397,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立板橋有徳高等学校　建物清掃委託（2月分） 444,031

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立赤羽商業高等学校　建物清掃委託（2月分） 348,706

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29教育用PCの借入れ（都立王子特支外3校）2月分 86,292

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29教育用PCの借入れ（板橋特支）2月分 23,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立千早高等学校　建物清掃委託（2月分） 353,916

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立狛江高等学校　建物清掃委託（２月分） 375,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29教育用PCの借入れ（都立青鳥特支外3校）2月分 110,376

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29カラー印刷機外1点の借入れ（桜町外1校）2月分 150,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(千早・PC5) 2月分 284,970

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(北豊島工業) 2月分 381,672

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(総合工科・第2CAD外1) 2月分 318,492

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(千早・情報処理実習室) 2月分 322,164

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29図書館管理用電子情報機器の借入れ(赤商)2月分 111,218

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【目黒】進学指導対策業務委託 486,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 高枝はさみ外28点の買入れ 467,013

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 高枝はさみ外28点の買入れ 343,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 自転車外10点の買入れ 107,019

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自転車外10点の買入れ 301,412

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 自転車外10点の買入れ 184,102

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 自転車外10点の買入れ 79,027

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「新しい人体の教科書　上」外40点の買入れ 159,540

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「新しい人体の教科書　上」外40点の買入れ 41,703

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 コピー用紙外62点の買入れ 15,336

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 コピー用紙外62点の買入れ 324,864

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コピー用紙外62点の買入れ 32,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アイロン台外23点の買入れ 94,964
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 アイロン台外23点の買入れ 22,961

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】明大前ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,065,528

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】千歳台ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,097,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】大泉ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 996,192

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】保谷ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 996,192

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】土支田ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 900,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 石神井特支】ひばり北ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 792,892

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】柳沢ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 946,036

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】吉祥寺ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 805,755

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】玉川コースの旅客自動車による運送1月分 1,226,016

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】上北沢ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,233,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】駒沢コースの旅客自動車による運送1月分 1,172,664

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】砧コースの旅客自動車による運送 1月分 1,004,184

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】自由が丘ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,562,544

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】世田谷ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,490,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】烏山コースの旅客自動車による運送1月分 1,688,688

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】初台コースの旅客自動車による運送1月分 1,462,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外４４校】粉じん計較正委託(単価契約) 141,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 174,198

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 68,947

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 34,398

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 7,776

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】田無ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 948,909

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【板橋】物品保管業務委託（２月分） 156,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中央ろう外７】屋上緑化維持管理委託　１月分 21,060

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中央ろう外７】屋上緑化維持管理委託　１月分 149,472

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立目黒高等学校　建物清掃委託（２月分） 341,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立武蔵丘高等学校　建物清掃委託（２月分） 359,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立井草高等学校　建物清掃委託（２月分） 329,754

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第四商業高等学校　建物清掃委託（２月分） 341,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立杉並工業高等学校　建物清掃委託（２月分） 290,304

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立豊島高等学校　建物清掃委託（２月分） 339,292

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立王子総合高等学校　建物清掃委託（２月分） 346,032

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬外６校】屋上緑化維持管理委託　１月分 173,340
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【武蔵丘】荷物運搬用リフト点検委託 68,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外17校】建築設備及び防火設備定期点検業務委託 4,719,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 看板外2点の買入れ 40,824

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 看板外2点の買入れ 183,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 時計外24点の買入れ 231,660

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 時計外24点の買入れ 203,580

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 時計外24点の買入れ 20,736

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 時計外24点の買入れ 17,820

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】千川コースの旅客自動車による運送1月分 1,133,892

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】常盤台コースの旅客自動車による運送1月分 1,087,452

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】目白コースの旅客自動車による運送1月分 1,201,532

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】王子コースの旅客自動車による運送1月分 1,132,812

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】新田コースの旅客自動車による運送1月分 1,173,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28） 1月分 12,079

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28） 1月分 336,935

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28） 1月分 16,991

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28） 1月分 141,382

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(中部28)光明学園追加分1月 68

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【中野工業】廃液収集運搬処分委託（単価契約）2月分 24,948

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【中野工業】廃液収集運搬処分委託（単価契約）2月分 29,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【園芸】芝生保護管理委託（単価契約）　１月分 201,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【総合工科・桜町・園芸】給食配送業務委託(単価契約) 596,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大塚ろう（本校）外3か所】手話通訳業務委託1月 122,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立北特別支援学校　建物清掃委託（1月分） 149,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立松原高等学校　建物清掃委託（2月分） 435,456

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立世田谷総合高等学校　建物清掃委託（2月分） 487,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立西高等学校　建物清掃委託（2月分） 407,592

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立杉並総合高等学校　建物清掃委託（2月分） 381,456

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 カラー印刷機外5点の借入れ(新宿高校外5校)2月分 204,498

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 カラー印刷機外5点の借入れ(新宿高校外5校)2月分 199,314

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立神代高等学校　建物清掃委託（2月分） 720,900

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29CALLシステム用機器の借入れ（大泉附中外3校）2月分 1,244,095

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 29CALLシステム用機器の借入れ（大泉附中外3校）2月分 429,473

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29CALLシステム用機器の借入れ(武蔵丘外2校)2月分 1,299,564
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ(松原高校外3校)2月分 1,786,644

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入（練馬外2校）　2月分 1,301,346

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ(戸山高校外3校)2月分 1,773,792

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29図書館管理用電子情報機器の借入れ(中部)2月分 1,887,192

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 デジタルタイマー外22点の買入れ 18,576

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルタイマー外22点の買入れ 489,996

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルタイマー外22点の買入れ 18,144

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 デジタルタイマー外22点の買入れ 79,812

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 SDHCカード外48点の買入れ 12,031

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 SDHCカード外48点の買入れ 177,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 SDHCカード外48点の買入れ 4,428

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 SDHCカード外48点の買入れ 41,969

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 SDHCカード外48点の買入れ 532,062

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 SDHCカード外48点の買入れ 652,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 SDHCカード外48点の買入れ 504,630

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 SDHCカード外48点の買入れ 1,013,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外40点の買入れ 51,030

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外40点の買入れ 527,339

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外40点の買入れ 180,638

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外40点の買入れ 88,793

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 115,377

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 66,312

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 134,122

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）1月分 17,496

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【三鷹】一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）2月分 46,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【園芸】下田農場管理委託　1月分 87,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立王子特別支援学校外1校　建物清掃委託（1月分） 250,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立久我山青光学園　建物清掃委託（1月分） 280,260

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリ用複合機の借入れ（２月分） 9,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 庶務事務業務用パソコン外2点の借入れ（２月分） 48,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中部学校経営支援センター建物清掃委託（2月分） 77,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 中部学校経営支援センター機械警備業務委託（２月分） 22,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤データ管理ソフト等の借入れ（２月分） 41,265

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立総合工科高等学校　建物清掃委託（2月分） 464,400
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立杉並高等学校　建物清掃委託（１月分） 344,412

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大泉高等学校　建物清掃委託（2月分） 291,168

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立練馬高等学校　建物清掃委託（2月分） 302,849

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立光丘高等学校　建物清掃委託（2月分） 300,283

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立中野工業高等学校　建物清掃委託（２月分） 426,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立高島高等学校　建物清掃委託（１月分） 308,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立飛鳥高等学校　建物清掃委託（2月分） 464,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立世田谷泉高等学校　建物清掃委託（２月分） 446,256

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立調布北高等学校　建物清掃委託（2月分） 317,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用ＰＣの借入れ（永福学園）2月分 134,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用ＰＣの借入れ（志村学園）2月分 334,740

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用ＰＣの借入れ（志村学園）2月分 167,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 サーバ等の借入れ（永福学園）2月分 65,286

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用ＰＣの借入れ（永福学園）2月分 31,752

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(北豊島･CAD1室外1室) 2月分 291,481

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29ファクシミリの借入れ(大崎外75校）2月分 272,580

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29ファクシミリの借入れ(大崎外75校）2月分 78,540

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬工業】車椅子用階段昇降機点検保守委託 57,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 時報器外4点の買入れ 712,044

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 時報器外4点の買入れ 105,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 時報器外4点の買入れ 1,119,636

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 無線通信実習装置外2点の買入れ 6,311,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 無線通信実習装置外2点の買入れ 1,194,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 掲示板外1点の買入れ 187,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 譜面台外24点の買入れ 6,696

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 譜面台外24点の買入れ 162,432

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 譜面台外24点の買入れ 16,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 譜面台外24点の買入れ 244,026

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 譜面台外24点の買入れ 78,948

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 譜面台外24点の買入れ 61,938

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 顕微鏡の買入れ 2,592,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 機密文書処理委託（単価契約） 54,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処理委託（単価契約） 52,002

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島･板橋特支】舟渡ｺｰｽの旅客自動車による運送1月分 1,231,200
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期インク外15点の買入れ(単価契約)2月分 1,907,982

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 後期インク外15点の買入れ(単価契約)2月分 365,256

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払 156,620

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立光明学園　建物清掃委託（1月分） 483,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校人事業務システム用複合機の賃貸借（２月分） 269,784

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立総合芸術高等学校　建物清掃委託（1月分） 392,450

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(第四商業 簿記実習室) 2月分 284,865

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第四商業 情処南）2月分 277,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(中野工業) 2月分 287,994

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(大泉桜) 2月分 181,650

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第四商業) 2月分 373,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(稔が丘) 2月分 164,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(稔が丘) 2月分 226,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(中野工業) 2月分 326,484

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(中野工業) 2月分 414,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第四商業 情処北) 2月分 262,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(第四商業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ室) 2月分 262,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(中野工業 物理化学外1室) 2月分 178,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(杉並総合 情報総合室) 2月分 123,444

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(稔が丘 綜合実践室外1室) 2月分 331,236

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ(大塚ろう外3か所) 2月分 410,616

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ(久我山青光外1校) 2月分 98,496

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入（赤羽商業・実践室）2月分 242,190

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入（赤羽商業）2月分 266,198

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入（赤羽商業）2月分 11,340

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL）の借入（赤羽商業）2月分 402,084

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ（戸山高校外2校）2月分 182,070

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL）の借入（板橋有徳）2月分 317,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入（赤羽商業・長継）2月分 284,865

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALL追加生徒機の借入（飛鳥）2月分 11,286

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入（赤羽商業・コンピュータ）2月分 257,985

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（練馬工業）2月分 416,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（農芸）2月分 321,624

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（杉並工業）2月分 300,736
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL）の借入れ（豊島）2月分 178,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（練馬工業）2月分 325,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（練馬工業・パソコン教室)2月分 308,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(練工･ｲﾝﾃﾘｱｼｽﾃﾑ実習室) 2月分 286,839

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(練工･ﾃﾞｻﾞｲﾝDTPｼｽﾃﾑ実習室) 2月 114,975

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(杉並工業) 2月分 138,075

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ（杉並工業）2月分 127,869

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導用ファクシミリの借入れ（杉並工業）2月分 5,145

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置（CALL)の借入れ（１月分） 330,330

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の買入れ（国際高校）１月分 448,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（荻窪高校）１月分 231,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（石神井高校）１月分 451,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（田柄高校）１月分 189,432

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（LAN)の借入れ　１月分 147,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALLシステム)の借入れ（国際）１月分 153,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パソコンの借入れ（国際高校職員室）１月分 77,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(北豊島工業高校) 442,050

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(北豊島工業) 2月分 86,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(千早･情報処理実習室) 2月分 337,176

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用PCの借入れ(北特支外1校) 2月分 142,311

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29給食事務用PC外1点の借入れ(北特別支援外1校) 2月分 20,685

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校非常通報装置の借入れ　１月分 74,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALL機器追加生徒機の借入れ（豊多摩高校） 7,236

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用追加生徒機の借入れ（国際高校）１月分 207,133

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れ（国際高校）１月分 103,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校人事業務システム用サーバの借入れ（２月分） 231,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パソコンの借入れ（国際高校IB職員室）１月分 36,396

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度電子計算組織の借入れ(赤羽商業)2月分 117,363

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬工業】車椅子用階段昇降機点検保守委託 165,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 乾電池外28点の買入れ 37,895

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 乾電池外28点の買入れ 15,012

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾電池外28点の買入れ 65,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾電池外28点の買入れ 459,108

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 乾電池外28点の買入れ 165,145
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾電池外28点の買入れ 434,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 支所廃棄物収集運搬・処分委託（複数単価契約） 2,894

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 支所廃棄物収集運搬・処分委託（複数単価契約） 1,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分） 16,570

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（施設係）（2月分） 27,453

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（本校）】交通安全指導業務委託2月分 61,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（城東）】交通安全指導業務委託2月分 121,478

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【青鳥特支】交通安全指導業務委託2月分 58,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立北特別支援学校　建物清掃委託（2月分） 112,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立練馬特別支援学校　建物清掃委託（2月分） 73,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都学校経営支援センター文書配送委託(2月分) 1,315,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都学校経営支援センター庶務事務業務委託(2月分) 853,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【駒場】砂ろ過式プール循環ろ過装置定期点検保守委託 19,224

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置(CALL)の借入れ(文京高校) 2月分 394,905

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(桐ヶ丘･総合実践室) 2月分 132,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置(CALL)の借入れ(高島高校) 2月分 272,580

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29商業実習システムの借入れ(王子総合高校) 2月分 161,868

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(王子総合･情報実習室) 2月分 238,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(桐ヶ丘高校) 2月分 178,290

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置(CALL)の借入れ(桐ヶ丘高校) 2月分 352,947

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(王子総合高校) 2月分 159,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置(CALL)の借入れ(北園高校) 2月分 188,244

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(桐ヶ丘高校) 2月分 154,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(桐ヶ丘･簿記実習室) 2月分 134,352

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織借入れ(杉並工業・自動生産実習室1外)2月 133,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(杉並工業・工作実習室Ⅱ外) 2月 170,856

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(練馬工・CAD実習室(PC1)外) 2月 272,322

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 サーバ機器の借入れ（千早）2月分 366,660

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(北豊島工業) 2月分 68,904

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入（桜修館中等）　2月分 330,330

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入（調布北）　2月分 428,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（神代高校）　2月分 447,768

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 集団学習装置の借入れ（三鷹中等）　2月分 425,460

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(王総･ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ室) 2月分 257,904
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29電子計算組織の借入れ(王総･電子計算実習室) 2月分 171,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(千早・会計実践室) 2月分 317,088

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 紫外線実験ランプ外51点の買入れ 145,638

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 紫外線実験ランプ外51点の買入れ 13,338

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 紫外線実験ランプ外51点の買入れ 690,174

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 紫外線実験ランプ外51点の買入れ 940,215

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 簡易ベッド外49点の買入れ 107,632

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 簡易ベッド外49点の買入れ 827,777

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 1,588

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 1,588

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 1,557

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 420,553

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 327,193

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 油性マーカー外70点の買入れ 1,957

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 色彩掛図外47点の買入れ 242,856

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 色彩掛図外47点の買入れ 77,263

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 色彩掛図外47点の買入れ 8,942

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 色彩掛図外47点の買入れ 229,878

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期マスター外5点の買入れ(単価契約）(2月分） 198,612

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期更紙（Ａ３）外16件の買入れ(2月分） 78,127

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期更紙（Ａ３）外16件の買入れ(2月分） 18,468

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期グラウンド白線の買入れ（単価契約）(2月分） 206,107

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期グラウンド白線の買入れ（単価契約）(2月分） 14,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 後期グラウンド白線の買入れ（単価契約）(2月分） 39,312

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立志村学園　建物清掃委託（2月分） 42,336

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 センター電子プリンターの借入れ（２月分） 8,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 センター昇降機設備保守点検委託（２月分） 42,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立戸山高等学校　建物清掃委託（１月分） 591,732

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜町高等学校　建物清掃委託（２月分） 408,672

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立豊多摩高等学校　建物清掃委託（2月分） 348,984

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立稔ヶ丘高等学校　建物清掃委託（1月分） 607,063

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立板橋高等学校　建物清掃委託（2月分） 290,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立大塚ろう学校外１か所　補聴器特性測定器校正委託 32,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ｾﾝﾀ-自家用電気工作物保安業務委託（２月分） 16,092
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外65点の買入れ 2,335

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外65点の買入れ 326,527

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外65点の買入れ 157,483

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 チョーク外65点の買入れ 987

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 スタンド外39点の買入れ 84,985

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スタンド外39点の買入れ 640,602

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スタンド外39点の買入れ 4,233

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【石神井外10校】図書館管理業務委託(単価契約)12月分 4,243,717

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【神代外1校】一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)2月分 37,713

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【国際】労働者派遣業務委託（単価契約）2月分 689,654

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,430

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立大塚ろう学校外2校　便所消毒清掃委託（2月分） 177,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支外1校】　便所消毒清掃委託（2月分） 179,712

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立小山台高等学校　建物清掃委託（２月分） 162,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(都立大崎高等学校) 2月分 449,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(都立田園調布高校) 2月分 436,887

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(都立雪谷高等学校) 2月分 449,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置(CALL)の借入れ(都立小山台高校) 2月分 324,660

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立北豊島工業高等学校　建物清掃委託（2月分） 409,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入（板橋有徳）2月分 85,968

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29集団学習装置（CALL)の借入れ（大泉　２月分） 330,330

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の買入れ（国際高校）２月 448,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（荻窪高校）2月 231,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（石神井高校）２月 451,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALL)の借入れ（田柄高校）２月 189,432

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（LAN)の借入れ（西高校）２月 147,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 集団学習装置（CALLシステム)の借入れ（国際高校）2月 153,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パソコンの借入れ（国際高校職員室）２月分 77,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機外１件の借入れ（千早外１校）２月分 6,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機外１件の借入れ（千早外１校）２月分 6,696

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 電子計算組織の借入れ(北豊島工業高校)２月号 442,050

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校非常通報装置の借入れ　２月分 74,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALL機器追加生徒機の借入れ（豊多摩高校）２月 7,236

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用追加生徒機の借入れ（国際高校）２月分 207,133
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータの借入れ（国際高校）２月分 103,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 パソコンの借入れ（国際高校IB職員室）２月分 36,396

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 印刷機の借入れ(都立雪谷高等学校）2月分 9,504

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29美術科PCの借入れ(総合芸術映像編集室外2室) 2月分 421,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【千歳丘】物品運搬委託 378,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリアーファイル外65点の買入れ 326,268

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリアーファイル外65点の買入れ 112,825

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 丁合機外6点の買入れ 1,875,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 丁合機外6点の買入れ 30,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 丁合機外6点の買入れ 216,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 介護浴槽外2点の買入れ 2,134,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 介護浴槽外2点の買入れ 781,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 方眼紙外98点の買入れ 417,582

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アダプタ外3点の買入れ 4,374

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 アダプタ外3点の買入れ 64,152

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ストーブ外2点の買入れ 124,848

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ストーブ外2点の買入れ 308,232

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】西荻窪ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 719,496

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】鷺宮コースの旅客自動車による運送2月分 784,404

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】和田堀ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 924,264

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】上井草ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 922,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】杉並コースの旅客自動車による運送2月分 944,136

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】井荻コースの旅客自動車による運送2月分 803,088

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】二子玉川ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 785,376

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二】循環ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 927,936

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】千石ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 793,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 循環ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 2月 201,674

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 王子ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 2月 288,576

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 赤羽ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 2月 272,937

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 文京ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 2月 250,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子･王子第二 千石ｺｰｽ旅客自動車による運送その2 2月 193,406

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外75校】産業廃棄物(汚泥)処分委託（単価契約） 226,476

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大崎外75校】産業廃棄物(汚泥)処分委託（単価契約） 102,222

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【農芸】産業廃棄物収集運搬・処分（再）2月分 6,771
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 29【農芸】産業廃棄物収集運搬・処分（再）2月分 14,159

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【雪谷外２校】環境整備業務委託(夜間定時制)(2月分) 310,392

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立中央ろう学校外2校　便所消毒清掃委託（2月分） 119,772

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立千歳丘高等学校外3校　便所消毒清掃委託(2月分) 151,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桐ヶ丘高等学校　建物清掃委託（2月分） 453,384

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【武蔵丘外17校】空調機フィルター等清掃委託10-1月 214,059

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【武蔵丘外17校】空調機フィルター等清掃委託10-1月 107,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【武蔵丘外17校】空調機フィルター等清掃委託10-1月 35,174

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】市ヶ谷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,386,579

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】山手コースの旅客自動車による運送2月分 1,494,547

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】中野コースの旅客自動車による運送2月分 1,268,460

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】高円寺ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,127,304

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】富士見台ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,171,908

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】荒川ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,398,081

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】豊島ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 2,324,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】王子ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,187,460

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】赤羽ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,174,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 王子・王子第二】文京ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,023,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【田園調布特支】通学路交通警備業務委託　2月分 631,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【練馬特支】通学路交通警備（バス停付近）2月分 567,648

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【練馬特支】通学路交通警備（郵便局付近）2月分 466,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）10-12月分 24,233

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）10-12月分 8,078

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）10-12月分 47,004

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう】通学路交通警備（単価契約）1月分 238,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう】通学路交通警備（単価契約）2月分 266,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 126,517

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,084

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,417

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,084

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,961

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 52,772

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外6校】屋上・壁面緑化維持管理委託　１月分 165,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【桜修館中等】壁面緑化維持管理委託　１月分 21,600
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立戸山高等学校　建物清掃委託（2月分） 423,684

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立稔ヶ丘高等学校　建物清掃委託（2月分） 378,540

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立文京高等学校　建物清掃委託（2月分） 316,116

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜修館中等教育学校　建物清掃委託（１月分） 520,776

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 CALLシステム用機器の借入れ（千歳丘高校外４校）2月 2,134,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【雪谷外15校】受水槽等清掃委託1月分 51,429

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜修館中等教育学校　水中ポンプ清掃委託　2月分 71,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【世田谷総合外4】水銀廃棄物収集運搬委託 232,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外79点の買入れ 6,156

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外79点の買入れ 46,267

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外79点の買入れ 675,346

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外79点の買入れ 1,405,933

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外79点の買入れ 26,287

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 中割幕外5点の買入れ 622,253

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 中割幕外5点の買入れ 187,552

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ワイヤレス送信機外40点の買入れ 18,304

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ワイヤレス送信機外40点の買入れ 7,831

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ワイヤレス送信機外40点の買入れ 852,261

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ワイヤレス送信機外40点の買入れ 75,784

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【青鳥特支】全熱交換機フィルター等清掃委託 27,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 姿見外88点の買入れ 13,095

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 姿見外88点の買入れ 357,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 姿見外88点の買入れ 156,905

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 工事請負費 給湯室の水栓取替工事 239,047

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】久我山ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,075,896

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】白鷺コースの旅客自動車による運送2月分 1,074,708

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】江古田ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,073,844

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】新宿コースの旅客自動車による運送2月分 1,172,448

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】落合コースの旅客自動車による運送2月分 1,080,432

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】明大前ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,141,128

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【青鳥特支】千歳台ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,179,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】南田中ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 909,144

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】西大泉ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 875,988

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】学園駅ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 772,200

928 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】豊島園ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 846,504

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】保谷コースの旅客自動車による運送2月分 904,176

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】豊玉コースの旅客自動車による運送2月分 821,232

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】環八コースの旅客自動車による運送2月分 884,952

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】関町コースの旅客自動車による運送2月分 914,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大泉特支】東大泉ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 898,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【練馬特支】練馬コースの旅客自動車による運送2月分 839,376

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【練馬特支】中野コースの旅客自動車による運送2月分 951,631

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【大塚ろう】平和島ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 845,424

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29複写サービスに関する契約(中部27)2月分 144,267

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29複写サービスに関する契約(中部27)2月分 84,981

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】豊玉コースの旅客自動車による運送2月分 807,948

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（中部27）追加契約（戸山）2月分 10,390

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】桜台コースの旅客自動車による運送2月分 893,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（中部27）追加契約（高島）2月分 7,874

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】北町コースの旅客自動車による運送2月分 790,344

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】高島平ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 893,592

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】舟渡コースの旅客自動車による運送2月分 932,526

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】赤羽コースの旅客自動車による運送2月分 877,284

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】宮本町ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 860,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】東新町ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 891,756

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】羽沢コースの旅客自動車による運送2月分 844,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 94,945

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 73,716

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 144,983

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【北園外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 27,398

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（永福）】交通安全指導業務委託2月分 143,229

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大泉・武蔵付属中】給食配送業務委託(単価契約) 278,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立雪谷高等学校外4校　便所消毒清掃委託(1月分) 163,620

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立王子特別支援学校外1校　建物清掃委託（2月分） 266,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約（２月分） 2,592

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大崎高等学校　建物清掃委託（1月分） 469,506

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立総合芸術高等学校　建物清掃委託（2月分） 365,428

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードシート外62点の買入れ 615,089
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードシート外62点の買入れ 111,115

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コーナーガード外94点の買入れ 321,656

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ｾﾝﾀ-廃棄物収集運搬・処分委託(複数単価契約　2月分) 6,523

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ｾﾝﾀ-廃棄物収集運搬・処分委託(複数単価契約　2月分) 3,780

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 洗濯かご外93点の買入れ 8,845

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 洗濯かご外93点の買入れ 80,547

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯かご外93点の買入れ 45,230

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯かご外93点の買入れ 684,580

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 洗濯かご外93点の買入れ 218,797

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯かご外93点の買入れ 281,556

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 洗濯かご外93点の買入れ 94,435

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガス溶接集合装置の修繕 388,260

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 はさみ外20点の買入れ 48,384

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 はさみ外20点の買入れ 120,830

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 検印スタンプ外74点の買入れ 423,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 検印スタンプ外74点の買入れ 18,201

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 炊飯器の買入れ 135,432

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】戸山コースの旅客自動車による運送2月分 1,299,672

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】荻窪コースの旅客自動車による運送2月分 1,138,860

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】豊玉ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,657,584

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】舟渡ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,490,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】長崎ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,739,201

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】光が丘ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 1,582,027

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】氷川台ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 1,865,047

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】若木ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,561,835

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【練馬特支】新宿コースの旅客自動車による運送2月分 1,080,216

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 久我山青光】吉祥寺･上石神井ｺｰｽの旅客自動車運送2月 1,031,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】明大前ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,289,196

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】二子玉川ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 1,423,526

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】三園コースの旅客自動車による運送2月分 1,074,168

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】新河岸ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,168,722

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】浮間コースの旅客自動車による運送2月分 1,212,116

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】上板橋ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,212,267

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】成増コースの旅客自動車による運送2月分 1,015,416
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】ピアノ調律（単価契約）　2月分 183,384

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】祖師谷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 865,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】経堂コースの旅客自動車による運送2月分 742,554

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】目黒コースの旅客自動車による運送2月分 794,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】代々木ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 881,604

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】代官山ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 849,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】三宿コースの旅客自動車による運送2月分 988,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【桜修館】一般廃棄物収集運搬（再）2月分 48,612

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 光明学園(上北沢･代官山)の旅客自動車による運送2月 108,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【狛江】一般廃棄物収集運搬（単価契約）2月分 9,574

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【神代外3】産業廃棄物収集運搬処分(単価契約)２月分 19,521

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【神代外3】産業廃棄物収集運搬処分(単価契約)２月分 31,233

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット回線使用料の支払(中部支所) 5,616

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度インターネット回線利用料の支払（中部所） 5,616

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外４４校】粉じん計較正委託(単価契約)２月分 70,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外４４校】粉じん計較正委託(単価契約)２月分 23,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 127,997

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 50,872

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 115,230

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【荻窪外８校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 14,333

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】モデル斡旋業務委託（単価契約）1-2月分 75,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット券の継続支払いについて 12,950

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【小山台外3校】屋上緑化維持管理委託　１月分 58,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【小山台外3校】屋上緑化維持管理委託　１月分 18,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立光明学園　建物清掃委託（2月分） 402,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立高島高等学校　建物清掃委託（2月分） 308,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【北豊島工業】エアーコンプレッサー等点検業務委託 507,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立大塚ろう学校外3か所　オージオメータ等校正委託 1,137,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 松葉杖外73点の買入れ 283,262

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 松葉杖外73点の買入れ 130,637

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 松葉杖外73点の買入れ 73,677

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 松葉杖外73点の買入れ 575,597

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 パソコン外23点の買入れ 54,648

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パソコン外23点の買入れ 401,544
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 パソコン外23点の買入れ 121,770

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 電気炉の買入れ 1,312,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バール外24点の買入れ 461,041

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バール外24点の買入れ 36,299

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 バール外24点の買入れ 580,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 配膳車外39点の買入れ 27,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 配膳車外39点の買入れ 178,178

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 配膳車外39点の買入れ 167,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 配膳車外39点の買入れ 294,214

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子の買入れ 486,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 脱臭剤外84点の買入れ 8,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 脱臭剤外84点の買入れ 3,218

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 脱臭剤外84点の買入れ 4,698

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 脱臭剤外84点の買入れ 435,204

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 脱臭剤外84点の買入れ 495,317

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 人体石こう像外117点の買入れ 9,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 人体石こう像外117点の買入れ 874

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 人体石こう像外117点の買入れ 543,148

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 人体石こう像外117点の買入れ 119,621

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 竹刀外4点の買入れ 1,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 竹刀外4点の買入れ 231,336

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】新宿コースの旅客自動車による運送2月分 1,331,748

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】中野コースの旅客自動車による運送2月分 1,128,816

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】環七コースの旅客自動車による運送2月分 1,295,460

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】神宮コースの旅客自動車による運送2月分 1,432,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【中野特支】井の頭ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,253,556

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】池袋ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 2,043,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 久我山青光】渋谷・新宿ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 1,288,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】成城ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,514,700

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】赤堤ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,450,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】駒沢ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,530,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】烏山ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,489,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【久我山青光】世田谷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,512,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期インク外17点の買入れ(単価契約)2月分 1,370,271
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 後期インク外17点の買入れ(単価契約)2月分 549,828

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【石神井外10校】図書館管理業務委託(単価契約)1月分 3,861,145

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外11校】図書館管理業務委託（単価契約）1月分 4,419,599

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外10校】図書館管理業務委託（単価契約）1月分 3,476,326

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大塚ろう】パソコン要約筆記業務委託２月分 8,035

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大塚ろう（本校）外3か所】手話通訳業務委託２月分 150,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外8校】屋上・壁面緑化維持管理　２月分 168,890

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大崎高等学校　建物清掃委託（２月分） 460,866

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立石神井高等学校　建物清掃委託2月分 352,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 絆創膏外74点の買入れ 286,859

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 絆創膏外74点の買入れ 146,037

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 絆創膏外74点の買入れ 252,904

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 回路板外41点の買入れ 229,392

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】玉川コースの旅客自動車による運送2月分 1,304,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】上北沢ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,313,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】駒沢コースの旅客自動車による運送2月分 1,246,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明特支】砧コースの旅客自動車による運送2月分 1,064,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】自由が丘ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,657,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】世田谷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 1,582,956

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】烏山コースの旅客自動車による運送2月分 1,792,152

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】初台コースの旅客自動車による運送2月分 1,550,664

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【光明学園】池尻コースの旅客自動車による運送2月分 1,029,888

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う資金前渡金の支出 70,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立雪谷高等学校外4校　便所消毒清掃委託(2月分) 143,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬外６校】屋上緑化維持管理委託　２月分 200,232

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中野特支】便所消毒清掃委託　その２　2月分 121,046

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 野球ボール外68点の買入れ 12,150

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 野球ボール外68点の買入れ 81,713

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 野球ボール外68点の買入れ 35,165

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 野球ボール外68点の買入れ 1,227,107

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 野球ボール外68点の買入れ 46,029

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 野球ボール外68点の買入れ 8,316

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カッターナイフ替刃外40点の買入れ 139,385

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カッターナイフ替刃外40点の買入れ 589,075
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】ひばり北ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 936,684

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【石神井特支】吉祥寺ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 945,270

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【園芸】芝生保護管理委託（単価契約）　２月分 201,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【農芸】農場管理業務委託　２月分 288,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【園芸】農場及び動物管理業務委託　２月分 531,900

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外６校】屋上緑化維持管理委託　２月分 254,880

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立農芸高等学校　馬の預託　２月分 193,199

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜修館中等教育学校　建物清掃委託2月分 504,576

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【世田谷総合】椅子式階段昇降機点検委託 86,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 冷水機外27点の買入れ 10,216

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 冷水機外27点の買入れ 3,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 冷水機外27点の買入れ 91,962

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機外27点の買入れ 549,735

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 自動薬液供給装置外72点の買入れ 66,009

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 自動薬液供給装置外72点の買入れ 71,750

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自動薬液供給装置外72点の買入れ 642,152

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 自動薬液供給装置外72点の買入れ 122,472

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 紙コップ外75点の買入れ 4,509

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 紙コップ外75点の買入れ 4,007

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 紙コップ外75点の買入れ 175,196

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 紙コップ外75点の買入れ 664,147

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒外75点の買入れ 14,742

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 封筒外75点の買入れ 20,180

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒外75点の買入れ 439,366

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒外75点の買入れ 4,692

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 手縫い糸外24点の買入れ 268,142

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 手縫い糸外24点の買入れ 21,298

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 製氷機外1点の買入れ 376,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 製氷機外1点の買入れ 116,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電気剣外5点の買入れ 159,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 冷水機外42点の買入れ 170,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 冷水機外42点の買入れ 1,620

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 冷水機外42点の買入れ 111,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機外42点の買入れ 751,896
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 冷水機外42点の買入れ 276,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機外42点の買入れ 507,708

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 冷水機外42点の買入れ 97,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ディスプレイクリーナー外33点の買入れ 264,254

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ディスプレイクリーナー外33点の買入れ 424,786

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【田園調布特支】世田谷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月 996,192

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【田園調布特支】池上ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 746,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【田園調布特支】六郷ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 717,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【田園調布特支】馬込ｺｰｽの旅客自動車による運送2月分 962,064

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】高田コースの旅客自動車による運送2月分 828,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】長崎コースの旅客自動車による運送2月分 768,528

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【大崎外8校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 105,087

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外8校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 71,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大崎外8校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 17,267

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大崎外8校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 4,802

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】水道町コースの旅客自動車による運送2月分 900,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】浮間コースの旅客自動車による運送2月分 854,064

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】文京コースの旅客自動車による運送2月分 776,736

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】神谷コースの旅客自動車による運送2月分 826,416

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】尾久コースの旅客自動車による運送2月分 801,576

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 101,092

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 53,352

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 123,301

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【豊島外10校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 17,453

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支外５校】芝生保護管理委託(単価契約)２月分 158,630

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 161,474

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 65,422

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 34,916

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【戸山外９校】廃棄物収集運搬処分（単価契約）2月分 8,813

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大崎・六本木】給食配送業務委託(単価契約)２月分 255,150

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【荻窪・松原】給食配送業務委託(単価契約)　２月分 317,952

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大山・板橋有徳・北豊島工業】給食配送業務委託 675,648

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【王子特支】交通安全指導業務委託　2月分 48,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【農芸・稔ヶ丘】給食配送業務委託(単価契約)２月分 317,952
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【飛鳥・桐ヶ丘】給食配送業務委託(単価契約)２月分 298,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大泉・武蔵付属中】給食配送業務委託(単価契約) 238,464

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 農芸 一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）2月分 225,515

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農芸 一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）2月分 142,430

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃17]立川高校　建物清掃委託 163,836

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃18]砂川高校　建物清掃委託 405,648

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃21]東大和高校　建物清掃委託 275,253

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃23]東大和南高校　建物清掃委託 414,914

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃24]多摩高校　建物清掃委託 394,134

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃30]上水高校　建物清掃委託 406,989

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃39]国分寺高校　建物清掃委託 322,272

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 151,956

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 186,516

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 理科教材の買入れ（第17回請求） 138,996

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 理科教材の買入れ（第17回請求） 174,636

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 理科教材の買入れ（第17回請求） 2,884

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 理科教材の買入れ（第17回請求） 565,288

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 理科教材の買入れ（第17回請求） 701,908

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 理科教材の買入れ（第17回請求） 80,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 図書館用品の買入れ（第17・18回請求） 120,852

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用品の買入れ（第17・18回請求） 66,096

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 図書館用品の買入れ（第17・18回請求） 126,252

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第16回請求） 4,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第16回請求） 151,848

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第16回請求） 186,030

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第16回請求） 180,060

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第16回請求） 3,186

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子部品の買入れ（第19回請求） 189,594

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB016]都立小平特別支援学校（恋ヶ窪コース） 844,476

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB017]都立小平特別支援学校（新武蔵野コース） 632,340

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB015]都立小平特別支援学校（小金井コース） 940,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB014]都立小平特別支援学校（野火止コース） 689,580

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB013]都立小平特別支援学校（東久留米コース） 928,260

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB012]都立小平特別支援学校（田無コース） 928,260
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB011]都立小平特別支援学校（鷹の台コース） 677,700

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB010]都立小平特別支援学校（清瀬コース） 717,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB009]都立小平特別支援学校（成蹊コース） 685,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB007]都立小平特別支援学校（国分寺コース） 722,358

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB006]小平特別支援学校（ひばりが丘コース） 823,154

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB019]都立小平特別支援学校（吉祥寺コース） 858,394

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB156]都立青峰学園（二俣尾コース） 552,636

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB157]都立青峰学園（西コース） 791,316

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB020]都立村山特別支援学校（国立コース） 972,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB022]都立村山特別支援学校（拝島コース） 930,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB112]都立小金井特別支援学校（小平コース） 894,240

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB113]都立小金井特別支援学校（武蔵野コース） 652,092

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB047]都立あきる野学園（檜原コース） 738,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB065]都立武蔵台学園（府中コース） 593,697

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB068]都立武蔵台学園（立川南コース） 898,047

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB165]都立武蔵台学園（国分寺コース） 追加契約 356,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB166]都立武蔵台学園（府中コース）・追加契約 205,551

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB167]都立武蔵台学園（滝乃川コース） 追加契約 356,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB094]都立町田の丘学園（小山田コース） 789,912

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB093]都立町田の丘学園（成瀬台コース） 947,268

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB092]都立町田の丘学園（小川コース） 805,464

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB091]都立町田の丘学園（玉川コース） 773,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB090]都立町田の丘学園（森野コース） 810,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB089]都立町田の丘学園（多摩境コース） 848,556

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB088]都立町田の丘学園（薬師コース） 873,828

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB087]都立町田の丘学園（南町田コース） 803,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB086]都立町田の丘学園（真光寺コース） 823,716

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB085]都立町田の丘学園（鶴間コース） 853,308

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB084]都立町田の丘学園（熊ケ谷コース） 852,444

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB083]都立町田の丘学園（相原コース） 723,016

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB082]都立町田の丘学園（図師・山崎コース） 678,034

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB081]都立町田の丘学園（成瀬コース） 811,879

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB078]都立町田の丘学園（南成瀬コース） 696,027

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB077]都立町田の丘学園（鶴川コース） 684,093
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB114]都立小金井特別支援学校（梶野町コース） 906,336

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB073]都立七生特別支援学校（万願寺コース） 781,272

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB073]都立七生特別支援学校（万願寺コース） 38,016

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB075]都立七生特別支援学校（日野駅コース） 787,968

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB075]都立七生特別支援学校（日野駅コース） 38,016

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB111]都立小金井特別支援学校（緑町コース） 867,780

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB110]都立小金井特別支援学校（周回コース） 689,067

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB108]都立調布特別支援学校（中央コース） 749,930

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB105]都立調布特別支援学校（多摩川コース） 816,183

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB104]都立調布特別支援学校（調布コース） 732,790

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃17]清瀬高等学校外１校　一廃収集運搬 19,573

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃17]清瀬高等学校外１校　一廃収集運搬 74,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃16]都立東村山高等学校外１校　一廃収集運搬 26,930

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃12]福生高等学校外１校　一廃収集運搬 39,830

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃20]府中東高等学校外２校　一廃収集運搬 55,350

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃20]府中東高等学校外２校　一廃収集運搬 100,117

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃14]久留米西高等学校外１校　一廃収集運搬 41,730

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃24]国立高等学校外１校　一廃収集運搬 24,863

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃23]国分寺高等学校外１校　一廃収集運搬 4,228

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃23]国分寺高等学校外１校　一廃収集運搬 28,576

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 21,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 76,664

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 5,442

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立羽村特別支援学校　除草・草刈（単価契約）1月分 217,166

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 248,227

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 179,581

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 23,128

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 88,421

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 89,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 297,343

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 218,797

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 33,501

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・物品保管]都立日野台高校　運搬及び保管業務 3,240,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立瑞穂農芸高等学校　ボイラー設備等点検委託 339,768
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館03]町田高校外11校　図書館管理業務委託 5,268,507

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館03]町田高校外11校　図書館管理業務委託 5,015,442

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備05]調布特支　通学路交通誘導警備 212,112

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備04]府中けやき外1校 通学路交通誘導警備 518,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備02]八王子特支外1校 通学路交通誘導警備 330,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導02]府中けやき外1校 通学路交通安全指導 123,066

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送02]小金井工業・第五商業高校　給食配送 364,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送01]五日市・福生高等学校　給食配送 365,904

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB023]都立村山特別支援学校（武蔵村山コース） 772,524

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB027]都立村山特別支援学校（湖畔コース） 923,637

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB028]都立村山特別支援学校（中神コース） 948,348

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB040]都立あきる野学園（福生コース） 1,040,378

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB041]都立あきる野学園（新拝島コース） 1,038,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB042]都立あきる野学園（新昭島コース） 1,056,465

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB045]都立あきる野学園（拝島コース） 1,073,863

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB043]都立あきる野学園（羽村西コース） 1,127,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB107]都立調布特別支援学校（三鷹コース） 1,153,548

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB106]都立調布特別支援学校（野川コース） 1,141,452

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃01]富士森高等学校外５校　一廃収集運搬 153,283

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃01]富士森高等学校外５校　一廃収集運搬 51,904

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃04]町田高等学校外４校　一廃収集運搬 43,834

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB050]都立あきる野学園（新羽村コース） 680,832

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・旅客自動車]都立小平南高等学校　旅客自動車 108,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB002]都立八王子盲学校（南大沢コース） 586,926

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB063]都立八王子特別支援学校（寺田コース） 748,224

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB062]八王子特別支援学校（元八王子コース） 843,912

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB061]都立八王子特別支援学校（南大沢コース） 938,163

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB060]八王子特別支援学校（みなみ野コース） 920,592

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB059]都立八王子特別支援学校（藤倉②コース） 815,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB056]都立八王子特別支援学校（川口コース） 958,392

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB055]都立八王子特別支援学校（石川コース） 919,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB054]都立あきる野学園（新五日市コース） 814,752

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB053]都立あきる野学園（東中神コース） 924,264

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［拝島］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 283,500
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［羽村］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 292,950

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［久留米西］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 301,350

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［田無工業］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 256,410

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［若葉総合］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 290,430

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［立川国際］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 299,460

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［松が谷］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 340,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［八王子拓真］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 357,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [小川]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 180,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [小金井北]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 187,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [富士森]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 201,810

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [武蔵村山]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 298,620

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 214,410

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 178,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [片倉]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 185,115

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [田無]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 260,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [小平南]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 230,790

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [青梅総合]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 225,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [五日市]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 223,209

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [昭和]集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 362,670

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃31]多摩工業高校　建物清掃委託 409,838

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場02]農業高校　農場管理委託 518,097

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立多摩工業高等学校　パネルシャッター点検委託 71,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立府中高等学校　天体観測ドーム点検委託 203,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 日野台高校　ＣＡＬＬ教室移転に伴う物品等の運搬請負 2,505,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立武蔵村山高等学校外2校　側溝等清掃委託 414,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立武蔵村山高等学校外2校　側溝等清掃委託 124,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第16回請求その2） 14,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第16回請求その2） 391,489

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第16回請求その2） 150,455

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 32,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 15,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 315,684

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 510,786

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 384,318
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第16回請求） 37,044

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB008]都立小平特別支援学校（小平コース） 1,075,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 31,541

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 36,595

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB005]都立小平特別支援学校（東村山コース） 1,058,292

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB004]都立小平特別支援学校（青梅街道コース） 1,221,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB018]都立小平特別支援学校（西東京コース） 1,116,072

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB024]都立村山特別支援学校（立川コース） 1,280,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB025]都立村山特別支援学校（昭島コース） 1,127,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB026]都立村山特別支援学校（瑞穂コース） 1,028,594

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB064]都立武蔵台学園（国分寺コース） 1,109,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB066]都立武蔵台学園（滝乃川コース） 1,036,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB067]都立武蔵台学園（立川北コース） 1,065,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB069]都立武蔵台学園（砂川コース） 1,065,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB080]都立町田の丘学園（金森コース） 1,539,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB079]都立町田の丘学園（つくし野コース） 1,487,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB076]都立町田の丘学園（金井コース） 1,220,940

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB070]都立七生特別支援学校（甲州街道コース） 1,023,192

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB070]都立七生特別支援学校（甲州街道コース） 15,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB071]都立七生特別支援学校（百草コース） 987,876

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB071]都立七生特別支援学校（百草コース） 69,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB072]都立七生特別支援学校（平山コース） 1,023,516

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB072]都立七生特別支援学校（平山コース） 12,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送03]農業・砂川高等学校　給食配送 432,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃11]小金井北高等学校外２校　一廃収集運搬 52,079

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃07]昭和高等学校外１校　一廃収集運搬 40,197

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃08]東大和高等学校外１校　一廃収集運搬 34,165

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃10]多摩高等学校外２校　一廃収集運搬 61,547

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃10]多摩高等学校外２校　一廃収集運搬 76,088

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB154]都立青峰学園（天ケ瀬コース） 932,688

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB001]都立八王子盲学校（立川コース） 745,511

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB058]都立八王子特別支援学校（藤倉①コース） 788,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 16,283

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 33,729
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 2,872

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 5,950

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 12,486

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 25,868

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 1,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 3,977

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 8,973

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 31,410

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 2,062

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 7,219

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 19,014

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 29,062

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 3,159

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 3,645

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 30,886

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 27,026

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 7,430

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 6,501

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 6,954

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 24,342

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 1,242

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 4,347

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 6,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 28,538

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 1,797

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 7,862

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・不燃]片倉高校外22校　不燃資源収集運搬委託 1,554

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・不燃]片倉高校外22校　不燃資源収集運搬委託 12,125

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 3,925

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 27,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 1,209

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 8,467

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 平成29年度産業医業務委任契約の支払 63,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度アドバイザーの謝礼金の支出について 14,541
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額案件に係る前渡金（役務3月分） 540

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額案件に係る前渡金（一需3月分） 47,053

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額案件に係る前渡金（支所一需3月分） 22,582

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [日野台]集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 477,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［町田工業］産振PC（デザイン制作室用） 105,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［町田工業］産振PC（アプリ基礎室用） 288,750

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩科学技術]産振PC(第一PC室用) 292,950

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [田無工業]産振PC(都市工学科CAD室・都市計画室用) 294,987

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC(デザイン棟2階CAD室用) 154,350

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [第五商業]産振PC(計算実習室(第3データ処理室)用) 270,165

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC(CAD/CAM室用) 309,420

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（電子計算機実習室） 97,839

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(模擬オフィス用) 112,536

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(第2アプリ応用室用) 162,324

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（プログラミング実習室） 126,735

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(プログラミング室用) 116,760

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [東久留米総合]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 429,450

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 416,664

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [東村山西]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 446,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [農業]産振PC(情報処理室用) 309,420

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 [立川国際]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 437,616

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC(電子機器実習室） 155,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [武蔵村山]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 11,383

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC(CAD実習室） 212,112

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [農業]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 160,230

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（電気実習室その１） 156,168

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［瑞穂農芸］産振PC（パソコン室） 179,025

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩工業］産振PC（電気科コンピューター室） 262,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［八王子桑志］産振PC（第1アプリケーション実習室） 144,900

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（機械室） 86,616

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［第五商業］産振PC（実践室（総合実践実習室）） 363,405

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（仕上・組立実習室） 25,380

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（自動制御実習室） 29,268

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（メカトロニクス実習室） 66,204
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［八王子桑志］産振PC（ネットワーク実習室） 156,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩桜の丘学園]　教育用パソコンの借入れ 45,271

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩桜の丘学園]　教育用パソコンの借入れ 28,709

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［第五商業］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 400,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［東大和］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 425,460

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［秋留台］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 441,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩工業］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 412,668

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［武蔵野北］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 445,932

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 [武蔵中学校]集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 432,216

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [五日市]産振ＰＣ（総合実践室用） 271,635

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（電算機実習室） 301,212

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 室内装飾品の買入れ（第17回請求） 396,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 室内装飾品の買入れ（第17回請求） 500,007

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 都立山崎高等学校　散水台車の買入れ 496,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 都立瑞穂農芸高等学校　断嘴器の買入れ 332,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB048]都立あきる野学園（羽村東コース） 1,395,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB049]都立あきる野学園（日の出コース） 1,038,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB155]都立青峰学園（東コース） 1,181,098

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB057]都立八王子特別支援学校（陣馬コース） 1,055,484

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB051]都立あきる野学園（秋留コース） 1,071,792

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB126]都立府中けやきの森学園（東コース） 1,049,598

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB125]都立府中けやきの森学園（是政コース） 1,168,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB124]都立府中けやきの森学園（西府コース） 1,216,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB123]都立府中けやきの森学園（狛江コース） 1,245,780

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB122]都立府中けやきの森学園（中河原コース） 1,161,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB120]都立府中けやきの森学園（三鷹コース） 1,436,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB119]府中けやきの森学園（つつじが丘コース） 1,171,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB118]都立府中けやきの森学園（小金井コース） 1,344,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ 後期(単価契約)その1 1月分 3,929,429

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ 後期(単価契約)その1 1月分 445,327

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月06日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ 後期(単価契約)その1 1月分 715,824

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC(EUC実習室用) 244,404

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［町田総合］産振PC（情報デザイン室外1室用） 170,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［若葉総合］産振PC（第2パソコン室用） 108,216
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [第五商業]産振PC(プログラミング室用) 264,060

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［羽村高外1校］印刷機の借入れ 75,810

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［町田高外2校］印刷機の借入れ 194,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [五日市]産振PC(ワープロ室用) 213,300

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ［青峰学園］印刷機の借入れ 59,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC(第2アプリケーション実習室用) 304,236

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [南大沢学園]教育用パソコンの借入れ 298,620

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [田無工業]産振PC(機械科CAD室用) 294,084

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [田無工業]産振PC(建築科CAD室1外1室用) 371,304

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [第五商業]産振PC(第2情報処理室用) 236,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [小金井工業]産振PC(NT基礎実習室2外1室用) 283,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [昭和外1校]OA機器の借入れ 29,715

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [府中けやきの森外3校]　教育用パソコンの借入れ 125,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(サーバ機器等) 798,336

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC 450,576

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [瑞穂農芸]産振PC(食品情報処理室用) 139,536

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [青梅総合]産振PC(CAD室1外1室用) 212,544

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [青梅総合]OA機器の借入れ 14,472

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子特支外2校]教育用パソコンの借入れ 80,136

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩工業］産振PC（環境化学科コンピュータ室） 309,420

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [羽村特支外3校]教育用パソコンの借入れ 89,424

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［東久留米総合］産振PC（コンピューター室） 303,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子盲]電子カルテシステムの借入れ 59,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩工業］産振PC（機械科NCプログラミング室２） 109,836

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [農業]産振PC(設計実習室・第二被服実習室用) 274,752

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [青峰学園]　教育用パソコンの借入れ 112,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(OS実習室・第1アプリ応用室用) 159,624

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩工業］産振PC（機械科CAD室） 156,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC(プログラミング室) 84,672

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［田無工業］産振PC（機械科数値制御実習室） 156,492

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［第五商業］産振PC（データ処理実習室） 224,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［府中工業］産振PC（サーバ機器等） 429,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [羽村特別支援学校]　サーバーの借入れ 25,725

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子桑志]産振PC（テキスタイルパソコン室外1室） 238,896
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [あきる野外1校]教育用パソコンの借入れ 323,190

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ［武蔵台学園　府中分教室］教育用パソコンの借入れ 31,968

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [町田工業]産振PC(CAD・CAM室用)② 157,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [五日市]産振PC(システム設計室用) 294,516

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩科技]　産振PC　（CAD室用） 411,426

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩科技］産振PC（第2PC室） 331,452

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩科技]産振PC　ITスタジオ・CG室用 416,664

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [小平特支外2校]　教育用パソコンの借入れ 127,548

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［多摩科技］産振PC（第３PC室） 409,482

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [府中けやきの森外2校]教育用パソコンの借入れ 155,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃29]青梅総合高校　建物清掃委託 384,782

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃44]多摩科学技術高校　建物清掃委託 463,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃06]都立日野台高等学校　建物清掃委託 312,228

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃09]都立野津田高等学校　建物清掃委託 320,436

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃13]都立翔陽高等学校　建物清掃委託 320,112

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃50]都立第五商業高等学校　建物清掃委託 346,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 224,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃05]小平特別支援外２校便所清掃委託 164,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃06]村山特別支援外２校　便所清掃委託 259,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃07]府中けやきの森外２校　便所清掃委託 276,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃08]七生特別支援外２校　便所清掃委託 241,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 194,940

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 【若葉総合高校】産振ＰＣ（第3パソコン室用） 128,412

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [府中工業]産振PC（電気実習室） 108,108

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 【農業外１校】マット等の借入れ 15,444

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【立川ろう】教育用パソコン・ICT機器の借入れ 101,952

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立片倉高等学校外８校　建築物定期点検業務委託 5,281,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 20,412

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 39,366

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 65,070

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 96,735

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 1,973,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 3,161,246

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 カートリッジの買入れ（第16回請求） 82,771
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB044]都立あきる野学園（五日市コース） 1,127,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB116]都立府中けやきの森学園（国立コース） 1,222,128

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 片倉高校外８校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 219,825

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 片倉高校外８校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 333,743

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 片倉高校外８校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 117,502

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 片倉高校外８校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 168,770

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [富士森外80校]ファクシミリの借入れ 273,420

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [富士森外80校]ファクシミリの借入れ 83,790

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃20]拝島高校　建物清掃委託 313,772

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃42]東久留米総合高校　建物清掃委託 389,772

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃43]田無工業高校　建物清掃委託 317,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋上03]武蔵村山高校　屋上緑化委託 19,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 都立高等学校図書館管理用電子情報機器の借入れ(西部) 1,959,336

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ(第17回請求その２) 2,063

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 文具の買入れ(第17回請求その２) 842

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 文具の買入れ(第17回請求その２) 20,606

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ(第17回請求その２) 359,386

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ(第17回請求その２) 227,783

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 文具の買入れ(第17回請求その２) 232,270

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 投光器の買入れ（第19回請求） 583,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 トランポリンの買入れ（第20回請求） 388,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立富士森高校外27校の図書館用図書の買入れ(1月分) 1,323,844

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立富士森高校外27校の図書館用図書の買入れ(1月分) 81,669

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（12月分） 1,905,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（12月分） 105,390

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（12月分） 101,634

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB095]都立羽村特別支援学校（立川コース） 770,904

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB100]都立羽村特別支援学校（旧青梅コース） 727,488

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB101]都立羽村特別支援学校（友愛学園コース） 801,792

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB103]都立羽村特別支援学校（瑞穂コース） 726,084

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB102]都立羽村特別支援学校（武蔵村山コース） 727,488

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立立川高校外23校の図書館用図書の買入れ（1月分） 1,648,735

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立立川高校外23校の図書館用図書の買入れ（1月分） 221,372

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 都立立川高校外23校の図書館用図書の買入れ（1月分） 169,531
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB074]都立七生特別支援学校（旭が丘コース） 860,328

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB074]都立七生特別支援学校（旭が丘コース） 69,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB136]都立清瀬特別支援学校（前沢コース） 710,748

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB132]都立清瀬特別支援学校（富士見町コース） 903,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB137]都立清瀬特別支援学校（本町コース） 717,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB130]都立清瀬特別支援学校（東久留米コース） 903,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB135]都立清瀬特別支援学校（南沢コース） 766,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB138]都立清瀬特別支援学校（諏訪町コース） 781,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 36,790

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 30,569

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃06]立川高等学校外３校　一廃収集運搬 123,430

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃06]立川高等学校外３校　一廃収集運搬 47,485

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備01]八王子盲外2校　通学路交通誘導警備 427,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［成瀬外5校］印刷機の借入れ 295,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ［成瀬外5校］印刷機の借入れ 95,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 [八王子東外4校]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 432,648

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子東外4校]集団学習装置(CALLシステム)の借入れ 1,726,164

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [成瀬外3校]CALLシステム用機器の借入れ 1,704,456

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ［小平外3校］集団学習装置（CALLシステム）の借入れ 1,704,186

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [八王子北外3校]CALLシステム用機器の借入れ 1,765,746

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [松が谷外4校]CALLシステム用機器の借入れ 2,196,180

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [保谷外5校]CALLシステム用機器の借入れ 2,609,172

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩高校外4校]印刷機の借入れ 109,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [多摩高校外4校]印刷機の借入れ 87,696

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [国立外3校]CALLシステム用機器の借入れ 1,719,036

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [国分寺外4校]CALLシステム用機器の借入れ 2,125,116

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備37]日野台高校　機械警備 68,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,565,615

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,788,012

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB099]都立羽村特別支援学校（御岳コース） 1,186,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB098]都立羽村特別支援学校（福生コース） 1,119,096

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB096]都立羽村特別支援学校（成木コース） 1,143,828

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB129]都立清瀬特別支援学校（清瀬コース） 1,704,456

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB133]都立清瀬特別支援学校（福祉園①コース） 1,424,952
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB131]都立清瀬特別支援学校（東村山コース） 1,368,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 町田高校外６校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 310,370

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 町田高校外６校産業廃棄物収集運搬・処分委託の支出 609,044

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送04]町田の丘学園　給食配送 340,416

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB052]都立あきる野学園（昭島コース） 810,864

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB046]都立あきる野学園（急行昭島コース） 911,014

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2月分） 81,612

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立特別支援学校非常通報装置の借入れ 119,232

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃01]都立富士森高等学校　建物清掃委託 344,390

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃02]都立片倉高等学校　建物清掃委託 311,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃09]都立野津田高等学校　建物清掃委託 322,596

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃16]八王子桑志高等学校　建物清掃委託 326,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃48]都立永山高等学校　建物清掃委託 282,123

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 223,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 177,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 52,110

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 8,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 14,256

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 17,442

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 23,684

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 168,966

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 490,612

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その1） 3,240

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 21,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 17,679

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 11,254

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 377,449

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 286,081

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第17回請求その2） 16,837

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月12日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 八王子東高等学校産業廃棄物処分委託の支出 21,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃22]武蔵村山高校　建物清掃委託 336,528

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃25]福生高校　建物清掃委託 401,889

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃26]秋留台高校　建物清掃委託 316,742

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃30]上水高校　建物清掃委託 304,236
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃33]武蔵野北高校　建物清掃委託 269,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃38]小平西高校　建物清掃委託 268,790

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃07]都立南平高等学校　建物清掃委託 324,984

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃15]都立町田工業高等学校　建物清掃委託 331,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃45]都立調布南高等学校　建物清掃委託 298,944

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 15,390

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 91,476

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 199,130

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 42,498

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 8,176

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 1,431,886

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 554,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第17回請求その1） 43,124

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 教材の買入れ（第17回請求） 31,428

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 教材の買入れ（第17回請求） 106,272

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教材の買入れ（第17回請求） 22,172

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 教材の買入れ（第17回請求） 215,752

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB097]都立羽村特別支援学校（東大和コース） 1,194,782

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 33,048

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 19,245

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃26]武蔵高等学校外１校　一廃収集運搬 26,338

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃21]永山高等学校外１校　一廃収集運搬 8,838

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃21]永山高等学校外１校　一廃収集運搬 103,546

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生01]都立富士森高校外2校　芝生保護管理委託 6,566

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃18]調布南高等学校外１校　一廃収集運搬 18,021

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃18]調布南高等学校外１校　一廃収集運搬 26,733

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃21]東大和高校　建物清掃委託 270,933

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃35]久留米西高校　建物清掃委託 313,632

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃49]都立若葉総合高等学校　建物清掃委託 267,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃51]都立府中工業高等学校　建物清掃委託 283,003

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・環境整備]八王子盲　寄宿舎環境整備業務委託 147,231

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 芸術用品の買入れ（第17回請求） 220,834

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 芸術用品の買入れ（第17回請求） 468,952

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 家電製品の買入れ（第18回請求） 1,138,320
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電製品の買入れ（第18回請求） 47,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入 48,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入（支所） 5,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 44,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 31,474

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 2,878

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 2,035

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 3,249

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 22,753

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 2,980

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 20,865

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 13,098

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 43,229

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 1,069

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 3,528

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 4,411

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 25,740

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 2,992

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 17,462

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 82,192

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 30,618

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 車椅子の買入れ（第11回請求） 148,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立町田高等学校（西29）プールその他改修工事 6,651,838

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第17回請求その1） 2,015

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第17回請求その1） 65,425

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第17回請求その1） 396,719

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第17回請求その1） 111,347

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立南平高等学校（西29）照明改修工事 3,911,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB019]都立小平特別支援学校（吉祥寺コース） 967,032

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB016]都立小平特別支援学校（恋ヶ窪コース） 962,079

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 教育庁学校経営参与の旅費の支出について（2月分） 1,714

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB014]都立小平特別支援学校（野火止コース） 786,780

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB011]都立小平特別支援学校（鷹の台コース） 772,956

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB010]都立小平特別支援学校（清瀬コース） 820,260
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB009]都立小平特別支援学校（成蹊コース） 781,272

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB007]都立小平特別支援学校（国分寺コース） 814,665

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB006]小平特別支援学校（ひばりが丘コース） 927,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB153]都立田無特別支援学校（東回りコース） 816,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB152]都立田無特別支援学校（西回りコース） 785,376

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB113]都立小金井特別支援学校（武蔵野コース） 747,839

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB112]都立小金井特別支援学校（小平コース） 968,544

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB111]都立小金井特別支援学校（緑町コース） 937,980

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB110]都立小金井特別支援学校（周回コース） 794,286

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB109]都立小金井特別支援学校（小金井コース） 874,789

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB017]都立小平特別支援学校（新武蔵野コース） 736,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃19]昭和高校　建物清掃委託 332,899

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃27]羽村高校　建物清掃委託 334,071

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃29]青梅総合高校　建物清掃委託 388,195

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃44]多摩科学技術高校　建物清掃委託 391,608

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立八王子盲学校(西29)プールサイドその他改修工事 4,082,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 瑞穂農芸高等学校　栽培槽セット外4点の買入れ(産振) 5,827,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 瑞穂農芸高等学校　栽培槽セット外4点の買入れ(産振) 1,624,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃05]都立松が谷高等学校　建物清掃委託 371,412

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃11]都立山崎高等学校　建物清掃委託 324,648

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃46]都立府中東高等学校　建物清掃委託 346,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 198,072

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 177,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場04]瑞穂農芸高校　農場管理委託（家畜管理） 67,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立富士森高等学校外11校　樹木剪定委託 3,683,170

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立富士森高等学校外11校　樹木剪定委託 636,830

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立立川高等学校（西29）照明改修工事 4,216,760

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 家電の買入れ（第17回請求その1） 4,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電の買入れ（第17回請求その1） 651,240

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 家電の買入れ（第17回請求その1） 108,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 家電の買入れ（第17回請求その1） 64,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 家電の買入れ（第17回請求その1） 416,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第17回請求） 83,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第17回請求） 304,884
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 工具の買入れ（第17回請求） 172,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第17回請求） 616,356

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 体育用品の買入れ（第18回請求） 2,840,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 事務機器の買入れ（第18回請求） 1,490,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 事務機器の買入れ（第18回請求） 8,107,452

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 事務機器の買入れ（第18回請求） 466,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 事務機器の買入れ（第18回請求） 583,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 乾燥機外1点の買入れ(第19回請求) 132,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 乾燥機外1点の買入れ(第19回請求) 183,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立羽村高等学校（西29）校舎棟屋上ﾍﾘｻｲﾝ設置工事 1,836,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士森高校外34校　粉じん計較正委託（単価契約） 47,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備05]調布特支　通学路交通誘導警備 206,820

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB128]都立府中けやきの森学園（南コース） 744,919

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ［準・消防09］町田高校外６校　消防用設備点検保守 308,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・消防13]府中けやきの森学園外5校消防・防火点検 506,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 85,915

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 91,238

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋上01]東久留米総合高校外1校　屋上緑化委託 49,248

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋上01]東久留米総合高校外1校　屋上緑化委託 14,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外13点の買入れ(支援センター) 85,827

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB018]都立小平特別支援学校（西東京コース） 1,278,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB015]都立小平特別支援学校（小金井コース） 1,072,872

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB013]都立小平特別支援学校（東久留米コース） 1,062,396

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB012]都立小平特別支援学校（田無コース） 1,057,644

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB008]都立小平特別支援学校（小平コース） 1,222,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB005]都立小平特別支援学校（東村山コース） 1,204,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB004]都立小平特別支援学校（青梅街道コース） 1,406,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB155]都立青峰学園（東コース） 1,298,494

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB154]都立青峰学園（天ケ瀬コース） 1,032,415

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB114]都立小金井特別支援学校（梶野町コース） 1,007,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB163]多摩桜の丘学園(和田コース) 追加契約 54,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB162]多摩桜の丘学園(矢野口コース) 追加契約 59,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB161]多摩桜の丘学園(平尾団地コース) 追加契約 48,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB160]多摩桜の丘学園(南大沢コース) 追加契約 54,000
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB159]多摩桜の丘学園(唐木田コース) 追加契約 54,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB158]多摩桜の丘学園(鶴牧コース) 追加契約 43,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB146]都立多摩桜の丘学園（中山コース） 849,096

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生08]都立多摩科技高校外3校　芝生保護委託 104,949

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・給食]瑞穂農芸高等学校　給食調理 716,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 4,107

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 23,963

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 3,109

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 18,143

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備04]府中けやき外1校 通学路交通誘導警備 572,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備02]八王子特支外1校 通学路交通誘導警備 343,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導03]調布特支　通学路交通安全指導 80,784

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導01]七生特支　通学路交通安全指導 82,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導02]府中けやき外1校 通学路交通安全指導 123,066

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB003]都立立川ろう学校（国立コース） 990,090

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB001]都立八王子盲学校（立川コース） 841,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 110,311

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 31,431

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ［準・消防07］立川ろう学校外4校 消防設備・防火点検 449,820

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃24]多摩高校　建物清掃委託 306,514

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃32]瑞穂農芸高校　建物清掃委託 637,740

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃37]小平高校　建物清掃委託 274,190

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃40]小平南高校　建物清掃委託 317,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃41]東村山西高校　建物清掃委託 287,323

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 1,454,702

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ（第19回請求） 58,601

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ（第19回請求） 46,947

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,636,094

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,569,481

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館02]片倉高校外11校　図書館管理業務委託 4,021,162

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生07]都立小平西高校外2校　芝生保護管理委託 90,774

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生07]都立小平西高校外2校　芝生保護管理委託 325,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送02]小金井工業・第五商業高校　給食配送 364,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 219,456
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋壁02]小金井北高校外3校　屋上緑化委託 89,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋壁02]小金井北高校外3校　屋上緑化委託 49,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・特定建築物]立川ろう学校　環境衛生管理委託 54,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立松が谷高等学校外10校　樹木剪定委託 4,028,130

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立松が谷高等学校外10校　樹木剪定委託 162,270

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 事務機器の買入れ(第17回請求) 110,376

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 事務機器の買入れ(第17回請求) 1,734,750

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 事務機器の買入れ(第17回請求) 27,486

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 事務機器の買入れ(第17回請求) 1,658,988

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 OA機器の買入れ(第17回請求) 8,748

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 備品購入費 OA機器の買入れ(第17回請求) 68,904

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 OA機器の買入れ(第17回請求) 2,916

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 OA機器の買入れ(第17回請求) 166,860

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 OA機器の買入れ(第17回請求) 259,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 OA機器の買入れ(第17回請求) 364,284

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 OA機器の買入れ(第17回請求) 1,489,104

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 OA機器の買入れ(第17回請求) 847,584

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 OA機器の買入れ(第17回請求) 194,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 理科薬品の買入れ（第19回請求）② 27,237

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 理科薬品の買入れ（第19回請求）② 12,571

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB115]都立府中けやきの森学園（調布コース） 1,057,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB117]都立府中けやきの森学園（府中コース） 1,139,747

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB121]都立府中けやきの森学園（井の頭コース） 1,061,445

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB127]都立府中けやきの森学園（北コース） 1,217,273

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB151]都立多摩桜の丘学園（相原コース） 1,058,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB150]都立多摩桜の丘学園（押立コース） 1,044,878

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB149]都立多摩桜の丘学園（野猿コース） 1,125,576

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB148]都立多摩桜の丘学園（別所コース） 1,057,633

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB147]多摩桜の丘学園（ニュータウンコース） 1,093,392

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB144]都立多摩桜の丘学園（和田コース） 1,263,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB143]都立多摩桜の丘学園（矢野口コース） 1,263,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB142]都立多摩桜の丘学園（平尾団地コース） 1,069,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB141]都立多摩桜の丘学園（南大沢コース） 1,263,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB140]都立多摩桜の丘学園（唐木田コース） 1,263,600
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB139]都立多摩桜の丘学園（鶴牧コース） 1,069,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 [八王子盲外1校]複写サービスに関する契約 6,281

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 [八王子盲外1校]複写サービスに関する契約 6,515

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　紙類の買入れ　後期(単価契約) 547,603

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　紙類の買入れ　後期(単価契約) 9,266

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃23]東大和南高校　建物清掃委託 303,156

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃31]多摩工業高校　建物清掃委託 336,787

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃04]都立八王子北高等学校　建物清掃委託 304,819

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 4,104

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 47,347

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 376,909

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 67,835

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 63,299

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 181,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 477,921

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 保健室用品の買入れ（第17回請求） 91,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ(第16・17回請求) 48,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ(第16・17回請求) 140,864

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 家庭科教材の買入れ（第19回請求） 928,141

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 家庭科教材の買入れ（第19回請求） 116,867

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用品の買入れ(第19回請求) 24,429

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書館用品の買入れ(第19回請求) 37,422

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 室内装飾品の買入れ（第19回請求） 451,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの買入れ（第20回請求） 143,424

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ストーブ外1点の買入れ（第20回請求） 277,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 ストーブ外1点の買入れ（第20回請求） 693,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ　後期(単価契約)その2　2月分 1,917,151

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用消耗品の買入れ　後期(単価契約)その2　2月分 858,297

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（1月分） 1,839,547

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（1月分） 81,844

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 武蔵附属中外26校の図書館用図書の買入れ（1月分） 153,444

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（2月分） 29,404

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場03]瑞穂農芸高校　農場管理委託 190,836

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八王子北高等学校外2校　段差解消機点検委託 128,000
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 都立八王子東高等学校　ホワイトボードの買入れ 275,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸用品の買入れ（第19回請求） 280,638

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸用品の買入れ（第19回請求） 145,713

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調05]田無工業高校外1校空調設備(10～12月) 473,850

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調15]拝島高校空調設備等定期点検(10～12月) 664,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立拝島高等学校外10校　ばい煙測定委託 116,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立拝島高等学校外10校　ばい煙測定委託 233,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 多摩科学技術高校硬さ試験機用付属品の買入れ（産振） 1,728,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 多摩科学技術高校硬さ試験機用付属品の買入れ（産振） 5,486,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB058]都立八王子特別支援学校（藤倉①コース） 882,792

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB059]都立八王子特別支援学校（藤倉②コース） 911,952

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB062]八王子特別支援学校（元八王子コース） 940,464

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB063]都立八王子特別支援学校（寺田コース） 836,136

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB167]都立武蔵台学園（滝乃川コース） 追加契約 498,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB166]都立武蔵台学園（府中コース）・追加契約 287,771

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB165]都立武蔵台学園（国分寺コース） 追加契約 498,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB068]都立武蔵台学園（立川南コース） 946,571

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB065]都立武蔵台学園（府中コース） 593,697

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB105]都立調布特別支援学校（多摩川コース） 872,667

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB104]都立調布特別支援学校（調布コース） 783,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB108]都立調布特別支援学校（中央コース） 785,116

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB085]都立町田の丘学園（鶴間コース） 898,344

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB084]都立町田の丘学園（熊ケ谷コース） 896,616

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB083]都立町田の丘学園（相原コース） 765,547

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB082]都立町田の丘学園（図師・山崎コース） 717,919

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB081]都立町田の丘学園（成瀬コース） 859,636

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB078]都立町田の丘学園（南成瀬コース） 736,970

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB077]都立町田の丘学園（鶴川コース） 724,334

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB164]多摩桜の丘学園(島田コース) 追加契約 40,554

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB145]都立多摩桜の丘学園（島田コース） 729,972

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備03]清瀬特支外1校　通学路交通誘導警備 523,260

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB128]都立府中けやきの森学園（南コース） 847,783

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 7,913

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 34,623
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 1,209

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 5,292

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 14,271

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 29,563

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 3,628

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 7,516

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB021]都立村山特別支援学校（東村山コース） 954,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB073]都立七生特別支援学校（万願寺コース） 891,972

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB073]都立七生特別支援学校（万願寺コース） 57,024

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB075]都立七生特別支援学校（日野駅コース） 896,076

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB075]都立七生特別支援学校（日野駅コース） 57,024

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB086]都立町田の丘学園（真光寺コース） 859,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB087]都立町田の丘学園（南町田コース） 838,512

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB088]都立町田の丘学園（薬師コース） 911,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB089]都立町田の丘学園（多摩境コース） 881,712

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB090]都立町田の丘学園（森野コース） 847,584

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB091]都立町田の丘学園（玉川コース） 807,408

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB091]都立町田の丘学園（玉川コース） 8,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB094]都立町田の丘学園（小山田コース） 822,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB093]都立町田の丘学園（成瀬台コース） 989,064

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB093]都立町田の丘学園（成瀬台コース） 10,519

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB092]都立町田の丘学園（小川コース） 838,512

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB038]都立八王子東特別支援学校（恩方コース） 757,296

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB002]都立八王子盲学校（南大沢コース） 664,848

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 11,988

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 24,834

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 1,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 2,818

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入（支所） 20,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券購入 30,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 富士森高校外25校　産業廃棄物（廃薬品等）処理委託 97,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 富士森高校外25校　産業廃棄物（廃薬品等）処理委託 540,540

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 富士森高校外25校　産業廃棄物（廃薬品等）処理委託 20,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 富士森高校外25校　産業廃棄物（廃薬品等）処理委託 96,282
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立八王子東高等学校　理科教材の買入れ 630,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 都立八王子東高等学校　理科教材の買入れその２ 405,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般教材の買入れ（第19回請求） 149,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 一般教材の買入れ（第19回請求） 602,024

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 一般教材の買入れ（第19回請求） 34,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第19回請求） 484,445

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第19回請求） 106,315

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武道具の買入れ（第19回請求） 10,044

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 武道具の買入れ（第19回請求） 739,584

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 室内装飾品の買入れ(第20回請求) 178,383

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 園芸用品の買入れ（第20回請求） 64,173

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸用品の買入れ（第20回請求） 472,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 園芸用品の買入れ（第20回請求） 78,934

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB064]都立武蔵台学園（国分寺コース） 1,023,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB134]都立清瀬特別支援学校（福祉園②コース） 2,134,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB080]都立町田の丘学園（金森コース） 1,609,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB079]都立町田の丘学園（つくし野コース） 1,557,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB076]都立町田の丘学園（金井コース） 1,284,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 12,047

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 18,417

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 4,127

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 4,762

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB116]都立府中けやきの森学園（国立コース） 1,403,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB118]都立府中けやきの森学園（小金井コース） 1,539,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB119]府中けやきの森学園（つつじが丘コース） 1,333,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB120]都立府中けやきの森学園（三鷹コース） 1,641,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB122]都立府中けやきの森学園（中河原コース） 1,333,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB123]都立府中けやきの森学園（狛江コース） 1,428,192

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB124]都立府中けやきの森学園（西府コース） 1,399,464

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB125]都立府中けやきの森学園（是政コース） 1,356,372

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB126]都立府中けやきの森学園（東コース） 1,204,524

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 183,740

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 西部学校経営支援センター産業廃棄物処理委託の支出 11,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 西部学校経営支援センター産業廃棄物処理委託の支出 7,128

959 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調13]多摩科学技術高校外3校空調(10～12月) 538,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調13]多摩科学技術高校外3校空調(10～12月) 663,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃28]五日市高校　建物清掃委託 354,240

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃44]多摩科学技術高校　建物清掃委託 391,608

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 243,343

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 167,929

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 25,126

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立東大和高等学校外10校　樹木剪定委託 1,371,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立東大和高等学校外10校　樹木剪定委託 2,667,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳の買入れ（第16回請求） 8,051,524

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 教務手帳の買入れ（第16回請求） 43,178

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 教務手帳の買入れ（第16回請求） 403,818

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第19回請求その1） 29,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第19回請求その1） 5,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第19回請求その1） 146,710

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第19回請求その1） 621,026

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 文具の買入れ（第19回請求その1） 29,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第19回請求その1） 84,436

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第19回請求その1） 518,263

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 荒物雑貨の買入れ（第19回請求その1） 221,235

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第20回請求） 40,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第20回請求） 153,895

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第20回請求） 5,681

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 工具の買入れ（第20回請求） 119,967

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外４点の買入れ(支援センター) 280,270

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB055]都立八王子特別支援学校（石川コース） 1,027,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB056]都立八王子特別支援学校（川口コース） 1,078,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB057]都立八王子特別支援学校（陣馬コース） 1,176,012

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB060]八王子特別支援学校（みなみ野コース） 1,024,488

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB061]都立八王子特別支援学校（南大沢コース） 1,055,019

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB069]都立武蔵台学園（砂川コース） 1,141,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB067]都立武蔵台学園（立川北コース） 1,141,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB066]都立武蔵台学園（滝乃川コース） 1,036,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB106]都立調布特別支援学校（野川コース） 1,199,124
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB070]都立七生特別支援学校（甲州街道コース） 1,175,472

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB070]都立七生特別支援学校（甲州街道コース） 22,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB071]都立七生特別支援学校（百草コース） 1,137,326

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB071]都立七生特別支援学校（百草コース） 69,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB072]都立七生特別支援学校（平山コース） 1,186,380

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB072]都立七生特別支援学校（平山コース） 19,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB074]都立七生特別支援学校（旭が丘コース） 963,900

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB074]都立七生特別支援学校（旭が丘コース） 69,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB039]八王子東特別支援学校（みなみ野コース 1,158,408

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB037]都立八王子東特別支援学校（豊田コース） 1,927,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB036]都立八王子東特別支援学校（日野コース） 1,745,064

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB035]都立八王子東特別支援学校（川口コース） 1,250,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB034]都立八王子東特別支援学校（長房コース） 1,632,204

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB033]八王子東特別支援学校（西八王子コース） 1,981,368

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB032]都立八王子東特別支援学校（平山コース） 1,848,312

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB031]都立八王子東特別支援学校（北野コース） 1,693,656

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB030]八王子東特別支援学校（富士森コース） 1,498,608

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB029]八王子東特別支援学校（百草園コース） 1,530,576

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 冨士森高校外67校　廃棄蛍光灯等処分委託の支出 450,951

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 冨士森高校外67校　廃棄蛍光灯等処分委託の支出 148,856

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 冨士森高校外67校　廃棄蛍光灯等処分委託の支出 7,808

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB107]都立調布特別支援学校（三鷹コース） 1,223,316

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部29 168,441

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部29 61,571

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 英語合宿実地踏査に伴う旅費の支出について 14,020

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29青少年を育てる課外活動外部指導員謝礼金 63,591

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ファイルの買入れ 83,250

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一需・中学校費） 119,964

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一需・管理費） 99,977

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

常時必要とする資金に係る資金前渡（負担金：3月分） 30,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食用消耗品・修繕費の支払に係る資金前渡 80,317

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29学校給食保存食及び保存用食材購入経費について 9,810

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務（産業医）に係る報償費の継続支払 54,004

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金(サッカー部)　2月分 98,800
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教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成30年度適性検査問題に係る著作権料の支払 11,329

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

教員研修プログラム（春季講習2）受講料の支払 97,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 照明灯外1件の買入れ 236,358

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ピアノ調律委託 95,040

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 エアコン取付 99,144

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機の修理 274,320

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 立川国際中等教育学校給食調理業務委託継続支払2月分 1,577,318

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 29理科観察実験支援員謝礼金の支払い（2月分） 74,157

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約） 26,081

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の買入れ（資金前渡） 63,500

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 30吹奏楽部定期演奏会実施に伴う会場使用料の支払 136,800

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍等の買入れに伴う資金前渡 57,955

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍等の買入れに伴う資金前渡 35,268

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 三脚外5件の買入れ 356,616

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ミキサー外5件の買入れ 125,280

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ミキサー外5件の買入れ 153,360

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の購入について（資金前渡） 7,200

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピュータ外12件の買入れ 271,209

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

エンパワーメントプログラム　プログラム料の支払 117,300

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 エンパワーメントプログラム　タクシー代の支払 30,920

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 エンパワーメントプログラム　施設使用料の支払 299,900

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 エンパワーメントプログラム　事故対策費の支払 40,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 生花の買入れに伴う資金前渡 3,240

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 エンパワーメントプログラム生徒引率に伴う旅費の支出 844,422

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 エンパワーメントプログラム携帯電話通話料の支払い 70,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 32,022

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 スライスプレート刃外研磨代の支払（資金前渡） 17,712

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 毛布外6件クリーニング代の支払（資金前渡） 14,796

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 毛布外6件クリーニング代の支払（資金前渡） 5,670

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 20,244

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,222

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼金の支払い（2月分） 66,209

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,314,972

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍「15歳のコーヒー屋さん」外106件の買入れ 149,018

962 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 29吹奏楽部定期演奏会実施に伴う付帯設備使用料の支払 150,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 「入学のしおり」外1件の印刷 49,680

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 「入学のしおり」外1件の印刷 196,992

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 434,293

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウエアStudyaid D.B.数学入試2018外11件の買入 77,220

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ソフトウエアStudyaid D.B.数学入試2018外11件の買入 60,912

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書及び表彰状筆耕 60,040

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベンチ外1件の買入れ 119,880

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 合唱部定期演奏会実施に伴う会場使用料及び付帯設備料 115,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック教育講演会実施に伴う謝礼金の支払 300,000

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 要保護及び準要保護生徒援助費(3学期分)の支出 187,110

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ストーブの賃借に係る経費の支出及び精算 285,120

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出及び精算について 43,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出及び精算について 46,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語学習指導講師謝礼の支出 16,701

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語学習指導講師謝礼の支出(1月分) 8,441

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 洗濯代に係る資金前渡（3月分） 680

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 交際費 慶弔費に係る資金前渡（3月分） 7,511

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 交際費 慶弔費に係る資金前渡（3月分） 2,103

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

大会参加費に係る資金前渡（3月分） 16,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 36,327

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 5,309

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 93,821

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 5,898

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 複数の少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 41,580

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 782,762

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材費・保存食費に要する経費(3月分) 14,762

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ利用に係る経費の支出 1,350

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 教科別状況分析外2点の作成に係る業務委託 270,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物(廃薬品等)収集運搬処分委託 5,400

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物(廃薬品等)収集運搬処分委託 1,836

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 194,400

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 77,760

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 32,400
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教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 肉エキス外18点の購入 215,541

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 肉エキス外18点の購入 9,547

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 肉エキス外18点の購入 52,380

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 肉エキス外18点の購入 13,446

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 衝立外6点の購入 222,998

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 衝立外6点の購入 102,600

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 衝立外6点の購入 66,474

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 Reading&Discussion講師謝礼の支出（2月分） 21,327

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医活動に要する経費の支出（2月分） 54,004

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験アシスタント謝礼の支出（2月分） 78,277

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（理数イノベーション） 27,337

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ストーブの修繕 61,560

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 天体望遠鏡パーツ外9点の購入 51,580

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 天体望遠鏡パーツ外9点の購入 32,044

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 天体望遠鏡パーツ外9点の購入 23,674

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 天体望遠鏡パーツ外9点の購入 50,608

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 キャスター付防球フェンス外7点の購入 135,920

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 進級のしおり外3点の印刷 240,408

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語学習指導講師謝礼の支出(学習支援助言・2月分) 50,642

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）代金の継続支払（2月分） 1,958

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）代金の継続支払（2月分） 25,905

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（伝統・文化教育の充実） 7,755

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（伝統・文化教育の充実） 14,541

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 配送料金の支出及び精算 5,500

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 理数ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ校外研修（京都大学）旅費（鉄道賃前払金 66,480

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 理数ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ校外研修（京都大学）旅費（鉄道賃前払金 627,660

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 楽物乱用防止教室講師謝礼の支出 12,032

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立南多摩中等教育学校給食調理業務委託(2月分) 2,305,260

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部検定試験受験料の支出及び精算について 692,224

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ピアノ調律委託 36,720

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 教室用カーテンの購入 374,544

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外2点の筆耕 86,292

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル自動体重計外2点の購入 121,240

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 理数イノベーション（ふるさとの森）生徒及び引率旅費 1,866
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教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 理数イノベーション（ふるさとの森）生徒及び引率旅費 1,780

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（2月分） 22,781

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（前期ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 37,224

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動外部指導員謝礼の支出（卓球・薙刀） 47,984

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理科観察実験アシスタント謝礼の支出（3月分） 31,311

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業の実施に伴う謝礼支出（2月分） 93,650

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ファシリテーター養成講座講師謝礼の支出 93,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 英語学習指導講師謝礼の支出(学習支援助言・3月分) 8,441

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払(2月分) 798,195

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 52,667

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第13回全国高等学校なぎなた選抜大会参加及び引率旅費 51,040

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 第13回全国高等学校なぎなた選抜大会参加及び引率旅費 138,160

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 施設使用に係る経費の支出及び精算 48,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 理数イノベーション（京都大学）参加生徒及び引率旅費 6,748

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 理数イノベーション（京都大学）参加生徒及び引率旅費 14,256

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 施設使用料の支出及び精算 16,600

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 使用料及賃借料 著作権料の支出及び精算 16,200

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 役務費 著作権料の支出及び精算 648

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 768,804

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「政治学」外19点の購入 20,143

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「政治学」外19点の購入 11,024

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書籍「政治学」外19点の購入 1,944

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍「政治学」外19点の購入 3,048

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍「政治学」外19点の購入 182,400

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 施設使用に係る経費の支出及び精算 24,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 施設使用に係る経費の支出及び精算 24,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出及び精算 24,200

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 高圧洗浄作業委託 124,200

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ラック外24点の購入 179,996

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 37,800

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 81,000

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 76,680

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 平成29年度　要保護及準要保護生徒援助費３学期分 267,120

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 JICA国際協力出前講座講師謝礼の支出 16,701
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教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支給 12,021

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存用調理済食品・原材料の購入に係る経費（3月分） 12,870

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 部活動指導員謝礼（前期課程・2月分） 19,388

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 32,502

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 89,480

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 15,090

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 6,639

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 6,224

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 66,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（２月分） 19,550

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 小中学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 平成３０年度都立中等教育学校及び都立中学校適性検査 6,512,400

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員（後期課程）謝礼（２月分） 4,847

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業指導員謝礼（2月分） 175,072

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダー外1点の購入 83,250

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダー外1点の購入 88,245

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 パイプ洗浄剤２点の購入 60,480

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務委託に係る報償費（２月分） 54,004

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼（３月分） 8,900

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員謝礼（３月分） 2,900

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 第６回全国弓道指導者研修会への参加に伴う旅費の支出 3,300

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月・追加分） 100,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託に係る継続支払（２月分） 1,965,600

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払（２月分） 828,544

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 郵券の購入（後期予算分） 102,500

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 吹奏楽部物品運搬委託 52,164

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 海外ボランティア研修引率に係る自動車借上げ費用 124,500

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 海外ボランティア研修引率に係る自動車借上げ費用 124,500

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 海外ボランティア研修に係る緊急事故対策費 20,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 第４学年セカンドステージ論文報告会講師謝礼金 24,064

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 報償費 農業体験に関する講演会実施に伴う講師謝礼金 16,701

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 生徒相談研修会実施に伴う講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 風呂敷外1点の購入 32,400

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,677

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 33,394
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教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度伝統文化体験授業における助手謝礼金 67,528

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度伝統文化体験授業における講師･助手謝礼金 92,670

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度伝統文化体験授業における講師謝礼金支出 116,907

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 平成29年度海外ボランティア研修生徒引率旅費の支出 1,086,636

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度海外ボランティア研修生徒引率旅費の支出 431,428

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 466,092

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ソフトウェア「IBM SPSS 25 Statistics Base」外1点の 345,600

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 後期サッカー部合宿引率に係る緊急事故対策費 5,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 後期サッカー部合宿引率に係る緊急事故対策費 15,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の支出（2月分） 24,276

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の支出（2月分） 20,142

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 英語教材資料の送付に係る送料 60,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 サッカー部春季合宿生徒特別旅費、生徒引率旅費支出 50,768

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 サッカー部春季合宿生徒特別旅費、生徒引率旅費支出 420,000

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 紙折り機外１点の修繕 65,124

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 朱肉外１７点の購入 138,653

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食用白衣外２点の購入 88,817

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 書籍「広辞苑　第七版」外33点の購入 66,004

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 包丁の刃研ぎ委託 48,600

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 扶助費 要保護及び準要保護生徒援助費の支給（３学期） 77,400

教育庁 文京盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食費及び保存食材費の支出について（給食） 17,724

教育庁 文京盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食費の支出について（給食・形態食） 4,984

教育庁 文京盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保存食及び保存食材費の支出について（賄い） 26,807

教育庁 文京盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保存食費の支出について（賄い・形態食） 10,780

教育庁 文京盲学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 パラ水泳春季記録会参加生徒引率に係る旅費の支出 34,030

教育庁 文京盲学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 パラ水泳春季記録会参加特別旅費の支出 26,680

教育庁 文京盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 132,081

教育庁 文京盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 44,587

教育庁 文京盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 45,000

教育庁 文京盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 6,000

教育庁 文京盲学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 家電リサイクル製品処分券に係る委託料の支出及び精算 28,404

教育庁 文京盲学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,180

教育庁 文京盲学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立文京盲学校給食･賄い調理業務委託(単価契約) 1,600,560

教育庁 文京盲学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立文京盲学校給食･賄い調理業務委託(単価契約) 871,948
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教育庁 文京盲学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医に対する報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 文京盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 サーモグラフィ特殊空調設備点検委託 246,240

教育庁 文京盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出 40,824

教育庁 文京盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出 872

教育庁 文京盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出 872

教育庁 文京盲学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度　茶道体験講師謝金の支出（3月分） 16,881

教育庁 文京盲学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,957

教育庁 文京盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 専攻科保健理療講話における講師に対する報償費支出 16,701

教育庁 文京盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 413,081

教育庁 文京盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 研究収録の点訳 54,000

教育庁 文京盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 特別支援学校障害者スポーツ指導員謝金（3月分） 40,406

教育庁 文京盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金(FAX･インターネット)の支払(2月) 3,499

教育庁 文京盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金(FAX･インターネット)の支払(2月) 3,005

教育庁 文京盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて(2月分) 1,035,067

教育庁 文京盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 専攻科理療講話における講師に対する報償費支出 16,701

教育庁 文京盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,202

教育庁 文京盲学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バスドラム外11点の買入れ 158,036

教育庁 文京盲学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金の準備(3月分) 26,319

教育庁 文京盲学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランポリンの修繕 158,544

教育庁 文京盲学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 研究収録外3点の印刷 250,560

教育庁 文京盲学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処理委託 9,504

教育庁 文京盲学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 感染性廃棄物収集運搬・処理委託 33,696

教育庁 文京盲学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 29就学奨励費の支出(3月定例払い振込支給分) 3,789,777

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 児童書の購読（10・11月号～2・3月号） 1,200

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ゴールボールの買入れ 47,520

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 太鼓外7点の買入れ 88,365

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食経費の支出（3月分） 19,125

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度寄宿舎舎食保存食経費の支出（3月分） 28,478

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 重複障害児への指導に関する授業観察の報償費の支出 26,937

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務報償費の支出（２月分） 54,004

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(2月分) 27,000

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(2月分) 26,781

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 72,708

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 4,200
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教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 8,200

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(3月分) 86,759

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　防災教育推進委員会に係る報償費の支出 4,500

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会に係る報償費の支出 3,200

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 寄宿舎棟発電機用燃料(軽油)の購入経費の支出 2,600

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 養生テープ外10点の買入れ 127,417

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 重複障害研究会研修に係る報償費の支出 16,073

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 液体粘土外33点の買入れ 58,236

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出(2月分) 487,346

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校いじめ対策委員会に係る報償費の支出（第２回） 3,000

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立葛飾盲学校給食調理・賄い調理業務委託（2月分） 1,497,960

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立葛飾盲学校給食調理・賄い調理業務委託（2月分） 842,400

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の支出（2月分 4回線・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経費） 20,658

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の支出（2月分 4回線・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経費） 3,391

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 デジタル式上皿秤外13点の買入れ 79,560

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,458

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 309,301

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払（現金支給）支出 126,512

教育庁 葛飾盲学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 303,218

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 寄宿舎賄い保存食等に係る経費 50,895

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食等に係る経費 20,475

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度公開講座講師等謝礼の支出（２月分） 87,247

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 除草委託 395,280

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 点字タイプライター修理 80,352

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計外６点の購入 85,838

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（使用料及賃借料） 21,300

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の資金前渡及び精算について 9,288

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費） 90,407

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件（役務費） 20,853

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費　給食） 13,943

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理業務委任契約（２月分） 54,004

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約） 20,633

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度公開講座講師等謝礼の支出（３月分） 21,812
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教育庁 八王子盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について 731,917

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費　9061） 28,870

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（役務費　保健） 10,800

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般需用費） 30,000

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度防災教育推進委員会委員謝礼の支出(第２回) 3,000

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度理療科特別講座３講師謝礼の支出 16,701

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立八王子盲学校給食・賄い調理業務委託の継続支払 1,905,120

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立八王子盲学校給食・賄い調理業務委託の継続支払 1,503,360

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 49,600

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 公務用携帯電話通話料 8,294

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,987

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトマットの購入 260,928

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部修学旅行実地踏査旅費の支出 42,520

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部高等部移動教室実地踏査旅費の支出 38,418

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 742,201

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払い(現金払)の支出 38,832

教育庁 八王子盲学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 衣類乾燥機外1点の購入 110,808

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 大判プリンターの修繕 108,864

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食用保存食及び保存食材に係る経費 20,055

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 18,031

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 232,400

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 107,600

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 プロジェクトC-2支援会議助言に係る謝礼の支出 14,008

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 195,800

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る資金前渡（保健・一需）３月分 3,864

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る資金前渡（給食・一需）３月分 56,983

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・一需）３月分 145,931

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 複数の少額支払に係る資金前渡（管理・交際費）３月分 3,000

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・使用料）３月分 320

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・役務費）３月分 44,765

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 13,669

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 68,341

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557
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教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 107,600

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 140,400

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,113

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 121,800

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「発達検査後のフィードバック」の助言に係る謝礼支出 32,684

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 18,226

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委任継続支払 54,004

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,113

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 13,669

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 90,700

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 発達検査及び評価に対する指導助言に係る謝礼の支出 90,733

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 13,669

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・一需）３月分② 25,000

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 763,084

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立大塚ろう学校給食調理業務委託（２月分） 1,551,312

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,113

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 13,669

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 27,046

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 机外1点の買入れ 190,512

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,113

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入にかかる継続支払いについて 28,294

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 複数の少額支払に係る資金前渡（管理・交際費）３月分 3,000

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「個に応じた教育の改善の取組」の助言に係る謝礼支出 40,200

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・役務費）３月分 56,766

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 62,300

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 児童の心理的発達支援の相談に係る謝礼の支出 14,100

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 27,337

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 42,800

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 81,137

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 25,980
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教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 発達検査及び評価に対する指導助言に係る謝礼の支出 61,192

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,905

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・一需）３月分③ 16,917

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第1回定例払いの支出(永福) 1,123,746

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第1回定例払いの支出(城東) 1,583,418

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第1回定例払いの支出(本校) 4,143,815

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払いの支出(城南) 134,490

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 92,000

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払いの支出(城南) 16,510

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,828

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 410,794

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「幼稚部研修会」に係る謝礼 16,701

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 137,700

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 4,557

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 18,225

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,112

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払いの支出（永福） 90,792

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払いの支出（城東） 2,987

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払いの支出（大塚） 34,840

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 9,114

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の買入れに係る資金前渡について 125,350

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 41,004

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る資金前渡（自律・役務費）３月分 72,190

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「校内支援会議」に係る謝礼の支出 9,339

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「校内支援会議」に係る謝礼の支出 12,032

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放運営委員会委員に係る謝礼の支出 1,600

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 83,309

教育庁 大塚ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立ろう学校早期教育相談に係る謝礼の支出 114,200

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存食材に係る経費の支出 17,070

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 手洗い用石鹸２点の購入 73,548

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 課外部活動（陸上部）に伴う施設利用料支出 900

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 課外部活動（野球部）に伴う経費の資金前渡 3,800

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークハードディスク外２点の借入れ 20,844

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理（産業医）業務委託契約に係る支出 63,000
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教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医に対する報償費の支出 22,296

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度スクールソーシャルワーカーの謝礼支出 9,113

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度日本語指導外部指導員の謝礼の支出について 95,775

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 993,743

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 156,707

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 88,236

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 9,738

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 11,236

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 29,802

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）契約代金の支出について 8,060

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 課外部活動（野球部）に伴う経費の資金前渡 24,750

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度課外部活動外部指導員の謝礼支出 108,570

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 小学部オリパラ教育実施に伴う講師謝礼 59,263

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立学校等給付型奨学金の支出について 2,500

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 会社見学会事前打ち合わせに伴う旅費の支出 24,758

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度早期教育相談員の謝礼の支出について 465,474

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立立川ろう学校給食・賄い調理業務委託（単価契約） 2,154,600

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 30,000

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,039

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 課外部活動（野球部）に伴う経費の資金前渡 22,680

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話料金に要する経費の資金前渡及び精算について 5,025

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３学期分手話通訳派遣業務委託（複数単価契約） 53,000

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 37,707

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 40,000

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に要する前渡金の支出について 10,000

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度高等部移動教室の実地踏査に係る旅費 20,426

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度高等部修学旅行実地踏査に係る旅費 94,442

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医に対する報償費の支出 22,296

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 893,478

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 45,791

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 腐葉土外４点の購入 69,314

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 鉛筆削り外３点の購入 57,584

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費12～3月分振込支給の支出 11,414,301

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立学校等給付型奨学金の支出について 250
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教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒等受入支援事業補助金振込支給12～3月分 6,619

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立学校等給付型奨学金の支出について 250

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費12～3月分振込支給の支出 271,129

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 眼鏡破損事故損害見舞金支出について 19,418

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３学期分手話通訳派遣業務委託（複数単価契約） 100,000

教育庁 立川ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 676,460

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材購入経費の支出（３月分） 20,655

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 手話通訳代及び振込手数料の支出について 7,708

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 手話通訳代及び振込手数料の支出について 8,708

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費（修学旅行費現物支給分）の支出 178,810

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 27,337

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 13,669

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 72,122

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 36,449

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 18,225

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 27,337

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 13,669

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 18,031

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 4,557

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 63,106

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 63,106

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 36,002

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 少額支払案件に係る前渡金の支出 1,382

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 22,257

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 24,460

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 2,600

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 63,106

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 63,106

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出について 7,271

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「こころの相談」相談員に係る報償費の支出について 9,113

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に係る報償費の支出 63,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会に係る報償費の支出 1,600

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談員に係る報償費の支出について 9,113

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 9,113
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教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 放課後自習室開放ボランティアに係る報償費の支出 7,271

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 中学部研修会に係る報償費の支出について 14,008

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 100,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談員に係る報償費の支出について 18,225

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度防災教育推進委員会に伴う委員謝金の支払 3,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託に伴う委託料（2月分） 2,099,196

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 857,178

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 70,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入について 72,660

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の継続支払について 18,409

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の継続支払について 3,888

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 手話通訳代及び振込手数料の支出について 9,708

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 手話通訳代及び振込手数料の支出について 7,708

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スマートフォン料金の継続支払 8,689

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 野球場使用料の支出について 5,400

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 50,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 手話通訳代及び振込手数料の支出について 8,708

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 27,337

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 9,113

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 89,700

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 22,781

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 13,669

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 早期教育相談に係る報償費の支出について 63,106

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出について(ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ) 12,408

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出 39,829

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出 7,200

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度高等部移動教室実地踏査に伴う旅費の支出 21,092

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 182,970

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 298,885

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出 3,600

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費（３月定例払現金支給分）の支出 221,121

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金の支出 5,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 部活動指導に係る報償費の支出について 14,541

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 放課後自習室開放ボランティアに係る報償費の支出 9,694
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教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「こころの相談」相談員に係る報償費の支出について 9,113

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出 8,706

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費（給食費現物支給分）の支出 326,820

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 18,000

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支出及び精算 11,000

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食の保存食等に係る経費の支出（３月分） 23,936

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（保健・一需）（３月分） 19,642

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（自律・一需）（３月分） 72,980

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（給食・一需）（３月分） 17,280

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 常時支払案件に係る経費（自律・役務費）（３月分） 60,000

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医の報償費の支出について 54,004

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 中学部サポートスタディ支援員への謝礼の支払(2月分) 35,917

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 カウンセリングデー相談員への謝礼(2月分) 50,103

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 課外部活動指導員への謝礼の支払いについて 66,087

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 手話狂言講師への謝礼の支出(2月分) 200

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 手話狂言講師への謝礼の支出(2月分) 12,463

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部3年生修学旅行実地踏査に係る地外旅費の追給 840

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 先輩の話を聞く会における講師謝礼の支払い 4,490

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 NAS外２件の購入・導入作業委託 149,040

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 NAS外２件の購入・導入作業委託 147,960

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 507,096

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支出及び精算 24,000

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（２月分） 439,407

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,838

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 183,946

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン購入資金の支出及び精算について 2,916

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の金銭給付 15,849

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立中央ろう学校給食調理業務委託(単価契約)(2月分) 1,298,505

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 52,758

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 手話狂言講師への謝礼の支出(3月分) 8,442

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 カウンセリングデー相談員への謝礼(3月分) 45,928

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費（自律・一需）（3月分） 32,000

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,986

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 142,776
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教育庁 中央ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 77,220

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バスケットボールの購入に係る経費の支出及び精算 16,567

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員への謝礼の支払い 1,600

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第３回定例払の支出について 6,064,679

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒受入支援事業第２回交付 2,563

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 36,720

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵便切手類購入資金の支出及び精算（資金前渡） 16,081

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 枯損木伐採及び剪定等委託 186,840

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 パソコン要約筆記業務委託（単価契約） 178,783

教育庁 中央ろう学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校サポートチーム会議外部委員への謝礼の支払い 3,000

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食等購入にかかる経費の支出　３月分 23,829

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会外部委員会報償費の支出 20,363

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 第2回教育講演会の報償費の支出について 16,028

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 マレーシア文化体験教室の報償費の支出について 36,994

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医に係る報償費の支出（2月分） 63,000

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放運営委員会報償費の支出について 1,600

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度訪問学級教材機器運搬費用の支出　３月分 1,760

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分 152,486

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分 21,810

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分 34,000

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分 46,000

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

分教室の光熱水費に係る分担金の支出(2月分) 47,821

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 106,000

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の継続支払について(2月分) 581,717

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立小平特別支援学校学校給食調理業務委託(2月分) 2,749,680

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員に係る報償費の支出(2月分) 2,029,235

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件にかかる前渡金の支出　３月分－２ 34,456

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケア指導医への報償費の支出(3月分) 66,888

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 877,615

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支払(武蔵分教室2月分) 4,786

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支払について(本校FAX2月分) 3,468

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支払(秋津訪問2月分) 2,721

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,076

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,936
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教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,178

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 フードプロセッサー外１１点の購入 64,654

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 フードプロセッサー外１１点の購入 67,608

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 ディスクゴール外４点の購入 187,272

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金等の支払(モバイルWiFi2月分) 8,106

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支払(携帯電話2月分) 11,113

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支払(マイライン2月分) 1,656

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,020,426

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 サッカーボール外１点の購入 79,834

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ガーゼ外１０点の購入 8,380

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガーゼ外１０点の購入 101,304

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 フードブレンダーの修理 66,096

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンタ外９点の購入 153,493

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 工作用紙外４８点の購入 213,915

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励事業に係る支出（第3回定例払） 2,130,497

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 ICT研修会Ⅱの報償費の支出について 66,804

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランシーバーの購入 66,754

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別支援学校等における給付型奨学金の支給 8,585

教育庁 小平特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払（通学費） 321,129

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食等に係る経費（3月分） 26,988

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件（3月分） 5,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分） 187,094

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分） 48,095

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（3月分） 15,138

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 大型教材等運搬用経費（3月分） 80,920

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理（産業医）報償費の支払い（２月分） 63,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費随時払い（措置生　現物支給③） 9,002

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医謝金の支出（２月分） 44,592

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 54,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 荷物の運搬及び什器の移動設置 107,460

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ（au）の利用料金の支払い 37,856

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送（長崎コース） 42,120

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送（水道町コース） 48,600

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送（目白コース） 59,140

978 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送（板橋ほか１０コース） 484,812

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員の支出（法人） 584,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員報償費の支出について（個人 1,146,198

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（３月分）② 189,475

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度　給食調理業務委託（単価契約）の支出 3,078,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支払い 824,852

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 長期社会体験（派遣）研修生の出張に係る旅費の支出 3,848

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パイプ椅子外４点の購入 298,296

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 法人モバイル端末レンタルサービスの利用料金の支払い 7,680

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,833

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内外１件の印刷 248,400

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券等の購入に要する経費の支出及び精算について 54,800

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払いの支給について 1,437,969

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 728,007

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 iTunesカードの購入 198,000

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食用フードカッターの刃研ぎの支出及び精算 3,780

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第3回定例払いの支給について 475,823

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費随時払について（給食費現物支給） 1,920

教育庁 北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック教育講師の謝礼の支払 25,052

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食保存費及び保存食材費の支出 23,784

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡 58,000

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡 29,960

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡 39,960

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡 30,000

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成２９年度少額支払案件に係る資金前渡 15,000

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務における報償費の支払いについて 63,000

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 任用前研修(学校介護職員)報償費の支出及び精算 87,750

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ICT教育に係る金券の購入及び精算 49,500

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員の報償費の支出 1,879,638

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料の支出 1,845,720

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 787,980

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 城南特別支援学校ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの報償費の支出(2月分) 63,785

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 訪問用タブレット端末に係る通信料の支出及び精算 5,965

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯端末に係る通信料の支出及び精算について 2,028
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教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る支出及び精算 69,600

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ハンドサッカー大会参加に係る移動用バスの委託 118,800

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払い(現金支給)の支出 67,629

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,618

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 234,470

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケア指導医謝礼の支出について 133,774

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 759,371

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料の支出 1,980,180

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度学校案内の印刷 80,784

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払い(振込支給)の支出 1,407,768

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払い(通学費振込支給) 199,613

教育庁 城南特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に係る支出及び精算 4,230

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食保存食費等に係る経費の支出について（3月分） 31,040

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 893,447

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度第29回東京都肢体不自由特別支援学校ハンド 140,200

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 25,457

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 17,134

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 164,430

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 3,460

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 21,721

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医報償費の支出について 63,000

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 6,000

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員謝金の支出(2月) 4,800

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度指導医に対する報償費の支出（2月分） 67,592

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 547,598

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 立て看板外2点の購入 226,800

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立城北特別支援学校給食調理業務委託 2,257,200

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ロールカーテンの購入 76,680

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハープ外1点の購入 100,094

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員に対する報償費（2月分） 2,326,700

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支出 35,398

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成30年度都立特別支援学校学校介護職員任用前研修 94,514

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内の印刷 143,640

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 家電リサイクル料払込みに伴う支出について 30,240
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教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ペーパータオル外32点の購入 17,593

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペーパータオル外32点の購入 39,479

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペーパータオル外32点の購入 227,306

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 ディスプレイスタンド外3点の購入 130,140

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 モバイルインターネット接続サービス契約及びモバイル 5,404

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度指導医に対する報償費の支出（3月分） 89,888

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 家電リサイクル料払込みに伴う支出について 31,428

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出について（2月分） 1,289,723

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分②） 28,526

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分②） 12,210

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター外4点の購入 131,112

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スパテラスタンド外6点の購入 189,000

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 物品棚外1点の購入 231,120

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 非常災害用備蓄食糧（経管栄養）の購入に係る資金前渡 45,256

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払い（振込支給分） 287,463

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払い（振込支給分）に 442,765

教育庁 城北特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払い（振込支給分）に 2,058,752

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材に要する経費（３月分） 24,609

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 形態食の検食に要する経費（３月分） 949

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ハンドサッカー大会参加に伴う貸切バスの借上げ 231,800

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（需用費）３月分 84,512

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（役務費）３月分 34,624

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等の洗濯料の支出 2,052

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（使用料）３月分 33,010

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 軟水器カートリッジ交換修理代の支払い 38,880

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 摂食指導用折り畳み式テーブルの購入 15,923

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 摂食指導用折り畳み式テーブルの購入 324

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　自立活動指導員謝礼の支出（言語聴覚士） 136,200

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　自立活動指導員謝礼の支出（心理士A） 141,300

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　自立活動指導員謝礼の支出（心理士B） 173,900

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度 自立活動指導員謝礼（地域ケアさぽーと） 32,000

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　自立活動指導員謝礼の支出（視能訓練士） 69,795

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について 872,698

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　自立活動指導員謝礼の支出（東京小児） 1,160,000
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教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託代金の支出 63,000

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 衛生用品の買入れ 396,900

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 出席簿の印刷 59,508

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 排水管清掃委託 216,000

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託代金の支払 1,036

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託代金の支払 15,552

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払い案件に係る資金前渡（使用料）3月分2 19,090

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 CD-R盤面印刷及びケースの購入に係る経費について 58,500

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 CD-R盤面印刷及びケースの購入に係る経費について 1,080

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,750

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 教育事務補助員作業用品購入に係る経費の支出 18,620

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度　給食調理業務委託（単価契約）代金の支払 3,078,000

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 行事用ＰＨＳ利用料の支出に係る資金前渡及び精算 4,060

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出および精算 85,500

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 訪問用タブレット利用料の支出に係る資金前渡及び精算 5,404

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　ガス料金の支払いについて 307,499

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 フードカッター研磨に係る経費の支出 15,552

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費の支給（第３回現物支給） 94,470

教育庁 村山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機等用ガソリンの補充購入に係る経費 1,500

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食の保存食及び保存食材費の資金前渡（3月分） 18,117

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 525,415

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 リフト付きバスの借上げ 286,000

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書庫の買入れ 168,480

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算 70,800

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　タクシー利用料の支出及び精算(3月分） 17,070

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分）自律・一般需用費 112,717

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（3月分）自律・一般需用費 60,862

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分）管理(非常食)一般需用費 8,532

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件（3月分）給食・役務費 2,268

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分）オリパラ・一般需用費 1,404

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分）ｵﾘﾊﾟﾗｱﾜｰﾄﾞ・一般需用費 53,957

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月分）障スポ・一般需用費 46,352

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務委任による支払（2月分） 63,000

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 車いすテニス体験に係る謝礼金の支出 150,300
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教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 ポプリ講習会講師に係る謝礼金の支出 55,800

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 伝統文化事業　相撲体験に係る謝礼金の支出 12,930

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用ガソリンの購入に係る経費 3,000

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 児童生徒向け進路講演会に係る謝礼金の支出 13,950

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払（２月分） 559,170

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員の業務委任契約の支払（2月分） 2,059,076

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成30年度学校介護職員任用前研修の報償費の支払 103,966

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（3月追加分）自律・一般需用費 116,535

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件（3月分）保健・役務費 19,494

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件(3月分)障ｽﾎﾟ・一般需用費(障ｽﾎﾟ物品 48,027

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算 4,216

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 みんなで楽しく踊っちゃおうに係る謝礼金の支出 41,753

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立八王子東特別支援学校給食調理業務委託(2月分) 2,519,856

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 リトミック研修に係る謝礼金の支出 33,402

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）2月分 4,228

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 32,911

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,404

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 294,512

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 FF式ガスストーブの移設 33,480

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 非常用発電機総合点検委託 223,560

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 箒　外17点の買入れ 138,542

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 給湯管保温材外１点の買入れ 32,400

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（3月定例払） 2,328,974

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（随時払） 114

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校給食展示食に係る経費の支出（3月分） 3,770

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食形態食の検食に係る経費の支出（3月分） 949

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材に係る経費の支出（3月分） 29,848

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律一需・3月) 173,523

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律役務・3月) 5,000

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（特支役務・3月） 1,218

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 42,120

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケア整備事業に伴う指導医謝金の支出 89,184

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 常時準備金（教材搬送等に係るﾀｸｼｰ料金）の資金前渡 40,000

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員業務謝礼の継続支払について 1,839,884
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教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度産業医に対する報償費の支出について 54,004

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員に対する報償費の支出 6,000

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払（2月分） 652,050

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度 給食調理業務委託契約に伴う年間継続支払 2,380,320

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律役務・3月②) 30,000

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,871

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 749,059

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 天井走行リフト点検委託 25,380

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 用紙の購入に要する経費の支出及び精算について 2,312

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡(自律一需・3月②) 154,328

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 214,381

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,324

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブリクサー容器外６点の買入れ 114,264

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払について(口座振替） 863,178

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支給について(口座振込) 30,000

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る支出（1～3月分） 20,253

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 109,620

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 150,903

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払について②（口座振替） 446,153

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食材等の経費の支出及び精算について 21,456

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 病院内教育勤務教職員のワクチン接種料金 6,264

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計外5点の購入 67,089

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 身長計外5点の購入 102,643

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任費用の支出 63,000

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 読み聞かせ講師への謝礼金の支払（２月分） 10,776

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（現物支給） 370

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 107,058

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 9,240

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 2,807

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 10,000

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡 73,973

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員謝礼金の支出（２月分） 304,000

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 社会人懇談会講師への謝礼金の支出 12,526
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教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケア整備事業に係る指導医謝礼金について 66,887

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 病弱部門研究研修会の講師の謝礼金の支出 24,064

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入費用の支出及び精算 1,500

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員謝礼金の支払（２月分） 1,458,602

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 病弱教育部門研修会講師への謝礼金の支出 16,701

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 扇風機外40点の購入 20,088

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 扇風機外40点の購入 200,562

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 扇風機外40点の購入 3,692

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払 818,325

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チャイルドシートの購入費用の支出及び精算 77,328

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度学校案内の印刷 81,432

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立墨東特別支援学校給食調理業務委託 2,954,880

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 モバイルインターネット接続サービス代金の支払い 10,808

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出について 2,430

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ワイヤレスアンプ外1点の購入費用の支出及び精算 111,456

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券外の購入費用の支出及び精算 19,540

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 19,911

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 図書館支援員に係る報償費の支出について 2,908

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 総合的な学習の時間講師への謝礼金の支出 4,221

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 葉書の購入費用の支出及び精算 620

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 病院訪問総合的な学習の時間講師への謝礼金の支出 10,775

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,314

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,310

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 507,192

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出について 19,170

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 南砂コース旅客自動車による運送に係る支出 69,271

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 両国コース旅客自動車による運送に係る支出 71,527

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（現物支給） 21,600

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　実践・研究のあゆみの印刷 124,200

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度院内学級に係る負担金の支払 349,970

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度院内学級に係る負担金の支払 648

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 812,403

教育庁 あきる野学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金の支出について（B高等部2年） 5,000

教育庁 あきる野学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成２９年度学校保健保存食材の購入に係る経費 25,766
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教育庁 あきる野学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 式典用看板等の購入について 273,456

教育庁 あきる野学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)業務継続支払　2月分 63,000

教育庁 あきる野学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ高等部2年生修学旅行引率旅費の追給（普通旅費） 12,506

教育庁 あきる野学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度複数の少額支払案件に係る経費（3月分） 820

教育庁 あきる野学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 46,656

教育庁 あきる野学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度複数の少額支払案件に係る前渡金の支出 147,670

教育庁 あきる野学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（管理・役務費）３月分 5,882

教育庁 あきる野学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金の支払（２月分） 1,633,232

教育庁 あきる野学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入（概算契約） 9,167

教育庁 あきる野学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度知的障害教育外部専門員謝礼（２月分） 779,592

教育庁 あきる野学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金の支出について（B高等部3年） 5,000

教育庁 あきる野学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金（B高等部３年）（３月追加分 5,000

教育庁 あきる野学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 58,500

教育庁 あきる野学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度非常勤看護師に係る旅費（２月分） 330

教育庁 あきる野学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員謝礼（２月分） 1,005,040

教育庁 あきる野学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 第２回都立学校開放事業運営委員会委員謝礼 1,600

教育庁 あきる野学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金（県内通話）の支払（２月分） 26,055

教育庁 あきる野学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,409,017

教育庁 あきる野学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 メッシュケース外6点の購入 139,892

教育庁 あきる野学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 メッシュケース外6点の購入 67,068

教育庁 あきる野学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の資金前渡及び精算 1,600

教育庁 あきる野学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ＷｉＦｉ通信端末契約に係る通信料金支払（２月分） 2,702

教育庁 あきる野学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話レンタル契約に係る利用料金支払（２月分） 2,021

教育庁 あきる野学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律代金支払 48,600

教育庁 あきる野学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立あきる野学園（羽村東コース）の旅客自動車による 70,200

教育庁 あきる野学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立あきる野学園（檜原コース）の旅行自動車による 41,040

教育庁 あきる野学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕代金支払 28,512

教育庁 あきる野学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立あきる野学園給食調理業務委託(２月分)代金支払 3,152,412

教育庁 あきる野学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払（２月分） 1,293,554

教育庁 あきる野学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 卒業生の話を聞く会講師謝礼の支出について 37,028

教育庁 あきる野学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 刈払機用ガソリン購入代金 1,350

教育庁 あきる野学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラー封筒外6点の購入 187,995

教育庁 あきる野学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 生徒授業実習用包丁及びキッチン鋏の研磨代金 12,398

教育庁 あきる野学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 木工機械の点検代金支払 140,400
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教育庁 あきる野学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 CD-R外1点の購入について 13,968

教育庁 あきる野学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（給食費現物支給） 125,600

教育庁 あきる野学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 29年度あきる野学園連絡用メール配信システム利用代金 20,462

教育庁 あきる野学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費現金支給（3月定例払Ｂ部門） 406,647

教育庁 あきる野学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援学校学校介護職員の任用前研修報償費支払 163,584

教育庁 あきる野学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 移動台キャスターの交換 66,960

教育庁 あきる野学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 管理連絡用郵券購入代金 176,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 車両雇上げ 300,240

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 現場実習謝礼金の支出（B部門高等部）3月分 5,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物（電気陶芸窯）の収集運搬委託（その３） 10,800

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存食材費に係る経費（3月分） 28,252

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 形態検食費の支出（3月分） 938

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統・文化理解教育に係る外部講師謝礼金の支出 3,878

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（電気陶芸窯）の処分委託 43,200

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る前渡金の支出（使用料） 15,990

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（自律・一需） 76,031

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 34,830

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 物品運搬 33,240

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケア指導医謝礼金の支出 89,184

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興に係る外部指導員謝礼金について 52,734

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌（健康教室外4点）の購入（概算契約）2月分 4,308

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 6,912

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハロゲン電球外3点の購入 99,792

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハロゲン電球外3点の購入 46,224

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生の話を聞く会にかかる謝礼金の支出 10,776

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員会委員謝礼金 1,600

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物（電気陶芸窯）の収集運搬・処分委託 27,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（電気陶芸窯）の収集運搬・処分委託 50,760

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 脳波検査等に要する経費の支出について 210,150

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 府中けやきの森学園学校給食調理業務委託（２月分） 6,114,960

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委任に伴う経費の支出 72,005

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費随時払の支出(B部門現金支給分) 19,922

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 246,200

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 810
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教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する報償費の支出 1,744,786

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門家に対する報償費の支出 516,779

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支出（２月分） 1,621,644

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 21,600

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 44,550

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 アプリケーションの購入 96,480

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度スポーツ推進事業等に係る講師謝礼金の支出 24,064

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度スポーツ推進事業等に係る講師謝礼金の支出 24,064

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度スポーツ推進事業等に係る講師謝礼金の支出 48,128

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度スポーツ推進事業等に係る講師謝礼金の支出 48,128

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教材運搬に伴う使用料及び賃借料の支出 訪問中学2年 10,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教材運搬に伴う使用料及び賃借料の支出 訪問高校１年 8,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 モバイルインターネット接続サービス 8,106

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 84,266

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費現物支給(3月分給食費)の支出 5,040

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,419

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物（廃アルカリ）の収集運搬委託 3,780

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（廃アルカリ）の処分委託 4,320

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 45,100

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出(B部門・現金支給) 21,596

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケア指導医謝礼金の支出 89,184

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 長期社会体験研修生・教員研究生の旅費の支出について 308

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,101,032

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 86,184

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トレイ外31点の購入 350,143

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 衝立外30点の購入 201,449

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 衝立外30点の購入 101,172

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ポリ袋外7点の購入 108,197

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 尿器の購入 54,000

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器洗浄機外2点の修繕 169,311

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度就労支援機関説明会に係る講師謝礼金の支出 14,368

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（A部門・口座振込分） 2,118,838

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出(B部門・口座振込分) 10,577,073

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出  A部門・口座振込分② 54,741
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教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出②(B部門・口座振込分) 220,205

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度中学部移動教室実地踏査に係る旅費の支出 23,030

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等洗濯（1～3月分） 16,800

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等洗濯（1～3月分） 22,720

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　給食保存食材等経費の資金前渡3月分 16,926

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度　音楽クラブ外部指導員報償費（２月分） 15,510

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 3学年校外学習入場料(教員分）の資金前渡 79,200

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金の支出及び精算（2学年3月） 5,000

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件の支出　3月分 185,977

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件の支出　3月分 33,712

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務に係る報償費に支出について 54,004

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支給 50,000

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　教育外部専門員の支出（２月分） 191,936

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　教育外部専門員の支出（２月分） 176,000

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度茶道教室実施に伴う謝礼金の支出　第3回 36,450

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スパテラ　外27点の購入 136,712

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スパテラ　外27点の購入 9,375

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支出（後期分）　2月分 368,044

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 調理業務委託（単価契約）に伴う委託料の支出　2月分 1,458,000

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支出　2月 37,521

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支出　2月 3,888

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度　音楽クラブ外部指導員報償費（３月分） 15,510

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　表現活動部外部指導員の支出（３月分） 5,817

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 デュプリケーター　外7点の購入 48,384

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 デュプリケーター　外7点の購入 11,664

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 デュプリケーター　外7点の購入 98,949

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　学校用携帯電話料金の支出　2月分 5,875

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 年度末粗大ごみ処分に伴う家電ﾘｻｲｸﾙ料金の資金前渡 9,612

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額案件の支出　自律一需3月追加分 37,637

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度　就学奨励費第3回定例払（3月払） 6,699,691

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 347,870

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボール入れ　外5点の購入 3,456

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 ボール入れ　外5点の購入 8,640

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボール入れ　外5点の購入 45,144
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教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 13,015

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 2,126

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 16,060

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 18,152

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 37,692

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑巾　外65点の購入 94,618

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「先輩と語る会（進路指導部）」実施に伴う謝礼金支出 18,993

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 233,992

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　教育外部専門員の支出（3月分） 136,000

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　教育外部専門員の支出（3月分） 191,937

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食費及び保存食材費の支出（3月分） 23,145

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座指導員への謝礼金の資金前渡及精算（第3回） 49,993

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外１点の洗濯（単価契約）の支出について 2,600

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律・一般需用費） 98,692

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律・役務費） 3,075

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費・一般需用費） 39,627

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健・一般需用費） 2,742

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に要する経費の支出 2,000

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 783,809

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「挨拶・おもてなし・マナー講習」の報償費（2月分） 8,441

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への報償費（平成30年2月分） 212,625

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員報償費の支出(2月分) 434,773

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立王子特別支援学校給食調理業務委託に伴う支出 1,535,371

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度　電話料金の支出（継続支払） 33,098

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯科保健指導実施に伴う謝礼金の支払（3月分） 11,323

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律・一般需用費） 30,000

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリーニングクロス　外11点の購入 113,162

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員への報償費（平成30年3月分） 103,439

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の報償費支払（2月分） 54,004

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 734,368

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座指導員への謝礼金の資金前渡及精算（第4回） 49,994

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に要する経費の支出 98,000

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 ベッドパッド　外３点の洗濯に要する経費の支出 36,000

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支出（継続支払）　開設準備室 2,595

990 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度　携帯電話料金の支出（継続支払） 13,186

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度卒業生の話を聞く会の講師謝礼金の支出 8,622

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員報償費の支出(3月分) 337,323

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払い（現金支給分）の支出 156,059

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内パンフレットの印刷 112,320

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払い（口座振込分）の支出 4,662,811

教育庁 王子特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払い（口座振込分）の支出 337,376

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度保存用食材等の購入に係る経費の支出 18,240

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,188,682

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（自律・一般需用費）3月分 44,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（給食・一般需用費）3月分 44,377

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（管理・一般需用費）3月分 20,311

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（自律・役務費）3月分 8,053

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（保健・役務費）3月分 10,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（チャレンジ・一需）3月分 38,281

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（公開講座・一需）3月分 45,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員に対する謝礼金の支出（2月分） 914,921

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立八王子特別支援学校給食調理業務委託（2月分） 2,166,912

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務に伴う謝礼金（2月分） 63,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 クッションの購入に係る前渡金の支出及び精算 11,016

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 モールドシートの購入に係る前渡金の支出及び精算戻入 55,080

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 65,880

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷水機の修理 51,840

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学童交通擁護員に対する謝礼金（2月分） 200,576

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯科保健指導に伴う謝礼金 45,292

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 樹木剪定 91,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「日本の伝統文化」茶道体験講師謝礼金の支出 16,702

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 751,072

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMS端末の修理 67,500

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（給食・一需）3月分② 131,686

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（自律・一需）3月分② 121,231

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 84,390

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 アフタースクール指導員謝礼金の支出について 15,576

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会謝礼金の支出について 1,600
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教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「高等部身だしなみ講座」講師謝礼金の支出 38,925

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金（自律・役務費）3月分② 72,300

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員に対する謝礼金の支出（3月分） 757,858

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 整形外科検診に伴う謝礼金の支払 26,853

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「接遇研修会」講師謝礼金の支払 10,775

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,032

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 959,251

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部移動教室実踏に伴う旅費の資金前渡及び精算 20,641

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

都立特別支援学校被災児童・生徒受入支援事業補助金 16,679

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学童交通擁護員に対する謝礼金（3月分） 161,869

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に伴う前渡金の支出及び精算 56,000

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例現物支給 42,510

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払に係る支出 14,704,812

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 サタデースクール指導員謝礼金の支出について(書道) 11,580

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 ｻﾀﾃﾞｰｽｸｰﾙ指導謝礼金の支出について（書道） 7,720

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払に係る支出 447,535

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費3月定例払に係る支出（現金支給分） 417,904

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託(複数単価契約) 172,800

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託(複数単価契約) 54,000

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習実施に伴う謝礼金の支出 5,000

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（2月分） 3,826

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（2月分） 500

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（2月分） 7,455

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 教育用パーソナルコンピュータの借入れ（2月分） 34,020

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日小学生新聞の購入（2月分） 1,580

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日小学生新聞外3点の購入（2月分） 12,655

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度プロパンガス料金の支払いについて(2月分) 429,479

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立特別支援学校知的障害教育外部専門員謝礼金の支出 271,917

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任代金の継続支払 39,008

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興事業実施に伴う謝礼金の支出について 34,480

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度ボイラー運転及び保守点検委託(2月分) 501,120

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 汚水管清掃委託 41,472

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る使用料及賃借料の資金前渡(3月分） 26,380

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る一般需用費の資金前渡(3月分） 51,904
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教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度事業系一般廃棄物収集運搬委託(2月分) 7,430

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度便所消毒清掃委託(2月分) 69,552

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 図書室照明器具取替修繕 541,684

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 70,200

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度食器洗浄消毒及び昼食運搬業務委託(2月分) 339,606

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（平成30年２月分） 34,736

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 空調機フィルター等清掃委託 62,640

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度第2回防災教育推進委員会実施に伴う謝礼の 15,000

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教室実施に伴う謝礼金の支出 20,900

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立しいの木特別支援学校非常通報装置の借入(２月分) 7,776

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 316,694

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 12,891

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バルブ取替修繕 343,688

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る支出について 16,400

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の支出について 10,000

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費の支出について（３月定例払） 216,759

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)1～3月分 2,280

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高等部修学旅行実地踏査に係る経費の支出 7,600

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度高等部修学旅行実地踏査に伴う旅費の支出 43,600

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る支出について 7,516

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第二回定例払（現金）の支出⑤ 48,115

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食に係る経費（3月分） 16,575

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 常時必要とする資金に係る資金前渡及び精算（3月分） 2,530

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 常時必要とする資金に係る資金前渡及び精算（3月分） 600

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 161,551

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 6,921

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 38,813

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 18,204

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分） 7,784

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務に係る報償費の支出（２月分） 63,000

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,215,139

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 高等部3年3学期職場実習謝礼金の支出（3月分） 5,000

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

七生福祉園プール棟使用に係る経費の資金前渡及び精算 127,077

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡及び精算 101,200
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教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機等用ガソリンﾝの購入に係る経費 3,000

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支出について② 187

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度学校給食調理業務委託（単価契約）の支出 2,329,020

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座ななおカレッジ指導員謝礼金支出（2月分） 31,024

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 エクササイズマット外１８点の買入れ 2,916

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 エクササイズマット外１８点の買入れ 5,832

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 エクササイズマット外１８点の買入れ 244,890

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度外部専門員に対する報償費の支出（２月分） 662,388

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分②) 76,781

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 パルスオキシメータ外１点の買入れ 24,300

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パルスオキシメータ外１点の買入れ 92,340

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第二回定例払いの支出（現金）⑥ 1,756

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 芝刈機外１点の修繕 59,400

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,563

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ポスターカラー外８点の買入れ 133,272

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算（3月分②) 54,659

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 122,630

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業式実施に伴う運搬業務委託 41,040

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 土練機の修繕 108,324

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 卒業生の話を聞く会講師謝礼の支出について 1,437

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払いの支出（現金） 118,838

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ボール外１４点の買入れ 239,511

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払の支出（振込） 3,428,468

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払の支出（振込）② 1,784,643

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 48,600

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 51,300

教育庁 七生特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 610,004

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食費及び形態食検食費に係る経費(3月分) 30,495

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック講演会講師謝礼金の支出 24,064

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 959,551

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 少額支払案件に係る資金前渡（管理・光熱水費）3月分 10,000

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・一需）3月分 59,117

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・役務）3月分 21,793

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（管理・一需）3月分 37,170
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教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（給食・役務）3月分 4,536

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（給食・一需）3月分 2,127

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医ケア整備事業に伴う指導医謝礼金(2月分) 66,888

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 H29　自立活動指導員の謝礼金（２月分） 978,470

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 Ｈ29 知的障害教育外部専門員謝礼金(２月分) 640,053

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度摂食指導研修会講師謝礼金の支出 12,990

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度　教職員研修等の講師謝金の支出 139,984

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の委嘱に伴う経費の支出 63,000

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会委員謝礼金の支出について 3,200

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度　都立学校公開講座講師等謝礼金の支出 33,495

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員に対する謝礼金の支出について 9,306

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託(単価契約）の支払い(２月分） 4,856,112

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 秤外5点の買入れ 248,140

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払(山崎校舎２月分) 485,785

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,501

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医ケア整備事業に伴う指導医謝礼金(3月分) 66,888

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（給食・一需）3月分2回目 24,593

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・役務）3月分2回目 55,720

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 Ｈ29 知的障害教育外部専門員謝礼金(3月分) 243,791

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度Wifi契約通信費の継続支払について(2月分） 5,404

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 H29　自立活動指導員の謝礼金（3月分） 529,184

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パルスオキシメーター外7点の買入れ 60,944

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 パルスオキシメーター外7点の買入れ 32,972

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 物置の買入れ 397,440

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 923,443

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度　進路指導等の講師謝金の支出 46,041

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 拡声器外1点の買入れ 131,490

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 交流学習に伴う生徒送迎用バスの借上げ 155,520

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払現金支給分） 303,847

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,568

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 951,578

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律・一需）3月分2回目 121,529

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 バスの借上げ 45,360

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 バスの借上げ 137,160
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教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵便切手の購入 124,166

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵便切手の購入 3,280

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 iTunesカードの購入 106,500

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 iTunesカードの購入 55,000

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 162,908

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払振込支給分①） 10,088,479

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払振込支給分③） 46,880

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払振込支給分②） 1,227,870

教育庁 町田の丘学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払振込支給分④） 327,588

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食材費外2件の購入に係る経費の資金前渡 18,368

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算 20,430

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算 1,008

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算(3月) 18,000

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算(3月) 80,000

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に係る資金前渡及び精算 3,000

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 408,004

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 ベルトパーテーションの購入 136,080

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック集会講師謝礼の支払 125,796

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医の委任契約に要する報償費の支払 63,000

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援学校障害教育外部専門員の報償費の支出(2月） 680,044

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る経費の資金前渡及び精算 42,310

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入に係る資金前渡及び精算 5,400

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料の支出 2,148,120

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金（携帯電話）の支払いについて（１月分） 5,268

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,999

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校管理下における眼鏡破損事故損害見舞金の支出 7,192

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第8回支払い(第3回定例払・現金) 53,532

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 吸引器外6点の購入 95,288

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第9回支払(第3回定例払・口座) 4,321,766

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 光が丘コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 82,328

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 若木コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 81,346

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 長崎コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 89,473

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 氷川台コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 95,991

教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて 814,129
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教育庁 高島特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第7回支払（第2回遡及・口座） 7,200

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員謝礼（第2回） 12,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　学校給食保存食材等に係る経費の支出 22,358

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委任契約に係る支出(２月) 54,004

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 グラウンド使用料等の支出について（２月分） 15,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 グラウンド使用料等の支出について（２月分） 540

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 183,432

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 92,112

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ﾐｷｻｰ用ﾐﾙｶｯﾌﾟ外3点の購入に係る費用の支出及び精算 11,988

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼の支出（特別支援教育専門家）　2月分 180,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼の支出（清掃）　2月分 87,244

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,389

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立矢口特別支援学校給食調理業務委託にかかる支出 2,164,644

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ごみ袋外4点の購入に係る費用の支出及び精算について 2,007

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 眼鏡破損事故損害見舞金の支出及び精算 9,720

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,031

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,175

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 グラウンド使用料等の支出について（３月分） 6,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 グラウンド使用料等の支出について（３月分） 540

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度中学部３年修学旅行実地踏査にかかる旅費 44,160

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件資金前渡（一般需用費919401） 32,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 フードカッター刃の研磨に係る費用の支出及び計算 6,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入に係る費用の支出及び精算について 6,000

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 767,365

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 照明器具修繕工事 142,560

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトベンチ3点の購入 130,248

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 天ぷらバット外7点の購入 85,125

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 フィッツケース外3点の購入 214,853

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 天ぷら入れの購入 105,840

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 49,680

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学習机外3点の購入 227,988

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コートハンガー外1点の購入 136,620

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カラーボックス外4点の購入 228,744

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 大型テーブルの購入 241,704
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教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読契約⑤（10～12月分）の支払 27,184

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 地域連携部活動外部指導員への報償費 68,960

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会　委員への報償費支払 21,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材費の支出について（３月分） 17,276

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 781,066

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,701

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金の継続支払いについて 274,795

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支給について 13,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放運営委員会　運営委員への報償費 1,600

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支給について 2,808

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 高等部２年修学旅行に係る付添医師への報償費 143,880

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約・12月分） 1,670

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 高等部２年職業講話講師への報償費 17,894

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害特別教育外部専門員への報償費の支出 748,456

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 100,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 20,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 13,143

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出について(教科書購入費) 15,116

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員（ＩＣＴ）報償費の支出 360,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医業務委託報償費の支払（年間） 63,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約・1月分） 1,450

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 精神科認定看護師による発達相談の報償費 16,881

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 交際費の資金前渡（3月分） 5,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 57,850

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入 3,280

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（現金支給　第３回　小中学部） 49,921

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立羽村特別支援学校給食調理業務委託の支出(　月分) 2,302,344

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の継続支払いについて（2月分） 1,283,728

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 73,664

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支給について 3,750

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（現金支給　第3回定例払） 121,232

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,339

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約・２月分） 1,450

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員への報償費 6,000
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教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 50,176

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スクールバス駐車場白線消去及び設置委託 81,000

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支給について 1,820

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度給食保存食・保存食材に係る経費　3月分 25,520

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 29,700

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払に係る前渡金について（3月分） 207,450

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払に係る前渡金について（3月分） 5,319

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払に係る前渡金について（3月分） 5,220

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（負担金外）3月分 14,040

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,963

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医にかかる報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度茶道指導にかかる謝礼金の支出（2月分-1） 18,226

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度茶道指導にかかる謝礼金の支出（2月分-2） 36,450

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払（2月分） 640,441

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員にかかる報償費の支出（2月分） 448,000

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員にかかる報償費の支出（2月分） 56,000

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員にかかる報償費の支出（2月分） 17,449

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 220,047

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度携帯電話の支払（2月分） 5,054

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 王二特支　給食調理業務委託（単価契約） 1,652,400

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 14,383

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約） 15,581

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部2年移動教室実地踏査に伴う普通旅費の支出 9,982

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 チェスト外36点の買入れ 165,209

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払(振込支給分)の支出 3,220,308

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払(３月通学費振込支給分) 102,934

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29年度学校給食保存食・保存食材費の支出(3月分) 17,433

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 バランス遊具外1点の購入 93,906

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼金（2月分） 481,408

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　少額支払案件　給食・役務費　3月分 1,760

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　少額支払案件　一般需用費　3月分 61,977

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る前渡金の支出について 38,050

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務（産業医）の報償費支出（2月分） 54,004
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教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ教育研修会助言者謝礼金 25,501

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会委員謝礼 1,551

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会委員謝礼（第３回） 8,727

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 聴診器外5点の購入 99,759

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用椅子外1点の購入 79,401

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立調布特別支援学校給食調理業務委託（単価契約） 1,909,440

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 遊具の修理 295,920

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 マット外1点の購入 138,000

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 傘立て外3点の購入 284,418

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 まな板外3点の購入 31,428

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金支払い(2月分) 393,094

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,213

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 550,807

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 酸素スプレー外9点の購入 95,083

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 整形外科検診臨時医師謝礼金 26,853

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 359,728

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成３０年度就学奨励事業第3回定例払の支出について 1,771,050

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 指はさみ防止スクリーンの購入 117,720

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング 276,275

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテンクリーニング 23,697

教育庁 調布特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励事業（通学費）の支出について 193,668

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食等に要する経費の支出 3月分 16,730

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 コンテナの借り上げ 11,925

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件にかかる資金前渡(一般需用費)3月分 60,800

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件にかかる資金前渡(役務費)3月分 12,374

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医委任契約に係る報償費の支払（2月分） 54,004

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 平成29年度交際費の支出(3月分) 1,000

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件にかかる資金前渡(使用料及賃借料)３月分 1,000

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　外部専門員の謝礼金支払（2月分） 377,428

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立小金井特別支援学校給食調理業務委託の支出 1,579,014

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,750

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 825

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,701
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教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 支援機関説明会の実施に伴う講師への謝礼金支出 10,686

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯と口の健康づくり推進事業に伴う助言者への謝金支出 27,657

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第2回防災教育推進委員会開催に伴う委員への謝金支出 3,000

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)の支出　(２月分) 4,609

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 724,494

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度白衣洗濯の継続支払(単価契約) 2,700

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 スリッパの買入れ 290,520

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 整理棚の買入れ 291,060

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 飛散防止フィルムの買入れ 272,160

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 106,000

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励事業に係る第3回定例払の支出 2,119,972

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立特別支援学校被災生徒受入事業補助金の支出 29,429

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励事業に係る第4回定例払の支出 86,659

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 水元総合スポーツセンター体育館使用料の支出(3月分) 63,550

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食及び保存食材費に関する経費（3月分） 17,238

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度歯科指導に係る歯科衛生士報償費の支払い 22,646

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 環境測定器外1件の買入れ 51,300

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29少額支払案件（一需　給食　3月分） 18,716

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29少額支払案件（一需　保健　3月分） 17,291

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 29少額支払案件（交際費　3月分） 1,101

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 29少額支払案件（自律　役務費　3月分） 39,006

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29少額支払案件（一需　自律　3月分） 69,210

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)業務委任の代金支払 54,004

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度歯科指導に係る歯科衛生士報償費の支払い 22,646

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機用ガソリンの購入 1,500

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放事業運営委員謝金の支出について 3,200

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立特別支援学校知的障害教育外部専門員報償費支払 856,000

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵便切手等の購入 64,350

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 763,409

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブルの買入れ 85,322

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテン外9件の買入れ 149,374

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立水元特別支援学校給食調理業務委託（2月分） 2,770,200

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,517

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 リーフレットの印刷 15,000

1001 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 リーフレットの印刷 55,956

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払(現金支給分)の支出 77,017

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 29少額支払案件（一需　給食　3月分） 4,192

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 141,644

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 35,640

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費3月定例払(振込支給分)の支出 3,247,695

教育庁 水元特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費３月定例払(振込支給分/通学費) 15,100

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食に伴う保存食材費の支出について（３月分） 17,342

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医委任契約における安全衛生管理（２月分） 63,000

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律　一般需用費9194-01-1102） 94,953

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　雑誌の買入れ（概算契約） 6,349

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件（自律　使用料賃借料9194-01-1400） 9,280

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 平成29年度　少額支払案件(9061-01-10) 600

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（給食　一般需用費9167-03-1102） 24,500

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健　一般需用費9153-06-1102） 6,480

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（部活　一般需用費9061-01-1102） 2,700

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律　役務費9194-01-1200） 37,800

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ＬＡＮ敷設委託 85,320

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場（現場）実習謝礼金の支出（３月分） 10,000

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機用ガソリン購入にかかる経費の支出 3,000

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 保健室シーツ（単価契約） 2,268

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 961,925

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金の支払いについて（ファックス分） 3,595

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について（下半期） 543,449

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員に係る報償費の支出（２月分） 728,119

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律　役務費9194-01-1200） 47,204

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律　一般需用費9194-01-1102） 30,214

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の支出について 3,658

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度都立墨田特別支援学校給食調理業務委託 2,154,600

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（保健　一般需用費9153-06-1102） 3,625

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 962,081

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ボッチャボールセット外の買入れ 24,192

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボッチャボールセット外の買入れ 31,320

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 刺しゅう布外の買入れ 109,058
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教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 16,396

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 21,376

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 17,854

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件（給食　一般需用費9167-03-1102） 3,996

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食用あっせん物品（検収台）の運搬費用の支出 14,800

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の支出について 589

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費第３回定例払（現金分）の支出 161,083

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　野菜裁断機刃とぎ経費の支出 3,240

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律　一般需用費9194-01-1102） 51,761

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の支出について 4,327

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費第３回定例払（振込分）の支出 5,998,828

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費第３回定例払（追給振込分） 28,367

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校保存用食材の購入に係る経費の支出について 924

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 現場実習に係る実習先への謝礼金の支出 25,000

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理費／一般需用費　３月分 37,388

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件／管理費／役務費　３月分 95,200

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件／保健／一般需用費　３月分 16,000

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理運営費／一般需用費　３月分 42,707

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員の謝礼支出について 1,600

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務の報償費継続支払 54,004

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 425,821

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 特別食対応による手数料の支払いについて 144

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払について（２月分） 352,321

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員の指導実施に伴う謝礼金の支出 579,227

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の支出（２月分） 32,652

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 299,380

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場実習に係る実習先への謝礼金の支出 5,000

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理費／一般需用費　３月分② 319

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件／管理費／役務費　３月分② 1,296

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件／給食／一般需用費　３月分 20,783

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理運営費／一般需用費　３月分① 127,894

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 特別食対応による手数料の支払いについて 144

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の買入れに伴う資金前渡 75,287

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年就学奨励費３月定例払現金支給について 72,598
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教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立江東特別支援学校給食調理業務委託（３月分） 1,992,600

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガス料金の買入れ代金の支出及び精算について 1,380

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費３月定例払振込支給について 2,734,570

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件／管理費／役務費　３月分③ 28,800

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理費／一般需用費　３月分 107,072

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件／管理運営費／一般需用費　３月分② 648

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件／管理運営費／役務費　３月分 27,000

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン買入れ代金 1,380

教育庁 江東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費３月定例払振込支給について 61,046

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　職場実習謝礼金の支出（3月分） 5,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　給食保存食費・保存食材費（３月分） 18,784

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度 部活動振興事業外部指導員への謝礼金(2月) 17,960

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医業務に係る報償費（２月分） 63,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　外部専門員に係る報償費（2月分） 889,955

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（9061-01一需）3月分 1,085

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（9194-01一需）3月分 100,836

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費）3月分 63,610

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（9153-06一需）3月分 17,205

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校管理下における眼鏡破損事故見舞金 22,680

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 iTunesカード購入に係る費用 40,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 568,524

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育と子育てのための心理相談室実施に伴う謝礼金 8,441

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金(使用料及賃借料)3月 8,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託(単価契約)の支出(継続支払)2月分 1,866,240

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 iTunesカード購入に係る費用 34,500

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機用ガソリンの購入に係る費用 3,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 小学部アセスメント実施に伴う助言者への謝礼金 18,048

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外13点の洗濯委託（単価契約）の支出（2月分） 2,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 白衣外13点の洗濯委託（単価契約）の支出（2月分） 7,400

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第二回定例払(現金)について 24,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 理解啓発パンフレットの印刷 50,976

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 理解啓発パンフレットの印刷 13,824

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度 部活動振興事業外部指導員への謝礼金(3月) 3,592

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 987,726
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教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 進路研修会実施に伴う講師への謝礼金 18,497

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 土曜講座(踊り)実施に伴う指導員への謝礼金(3学期分) 58,170

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,302

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払（2月分） 567,502

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食用ワゴンの買入れに係る費用 54,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入 82,200

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 洗濯機の移動 54,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（役務費）3月-2 68,865

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金（9194-01一需）3月-2 28,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 物品の運搬委託 243,000

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(振込)について 4,099,343

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(小中交通費) 191,689

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(高3交通費) 723,746

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(高1・2交通費) 936,957

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(現金) 87,668

教育庁 中野特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払(現金) 13,200

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器洗浄機外2点の修繕 95,472

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 51,840

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保存食費(調理済食品・原材料費)の支出及び精算3月分 23,920

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書フォルダの購入 143,208

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 課外部活動（美術部）文化祭準備実施に伴う指導員謝礼 18,612

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 音楽講師による歌唱指導実施に伴う講師謝礼金の支出 26,713

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 118,648

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 12,309

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 49,359

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 4,995

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 1,404

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 2,384

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 4,302

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 466,066

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 地外出張旅費の支出及び精算(30年度B2修学旅行実踏) 41,968

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務委任契約代金の支出(2月分) 54,004

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士に対する謝礼金の支出（２月分） 38,775

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度課外部活動における外部指導員謝礼(2月分) 31,020
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教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691,821

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,950

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 腸内細菌検査委託実施に伴う検査料の継続支払2月分 2,872

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支出について（口座支払） 75,337

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払（現物支給）の支出及び精算 253,380

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 555,644

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校公開講座実施に伴う講師等への謝礼の支出 17,449

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 普通科２年修学旅行実施に伴う付添医師謝礼の支出 98,320

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 公開授業研究会実施に伴う講師謝礼の支出 12,032

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会実施に伴う委員謝礼金（2月分） 15,000

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立特別支援学校知的障害教育外部専門員謝礼(2月分) 682,645

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払（現金支給）口座登録無 13,107

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 フォークリフトの借入れ 90,936

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 フォークリフトの借入れ 25,920

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 パン箱外6点の購入 82,350

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 福祉進路講演会実施に伴う講師謝礼の支出 33,402

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 クリアフォルダの印刷 97,200

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 27,213

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 14,600

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 29,804

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立足立特別支援学校給食調理業務委託（２月分） 1,744,200

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,334

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払（現金支給） 677,680

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会による講演会実施に伴う講師謝礼 24,064

教育庁 足立特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払（振込支給） 9,539,275

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食実施に係る保存食費等の支出（３月分） 16,835

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 定期健康診断の実施に伴う臨時看護師謝礼金支出 11,323

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（1月分） 659,435

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 174,882

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 33,849

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 14,244

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 43,335

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 17,196

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月） 3,262
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教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　タクシー雇上経費の支出（3月） 5,000

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,208,796

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医委託契約に係る報償費の支出(2月分） 63,000

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度　給付型奨学金に関する経費の支出 6,727

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの購入 122,472

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「卒業生の話を聞く会」実施に伴う謝礼金の支出 10,239

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（3月②） 358

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立清瀬特別支援学校給食調理業務委託（単価契約）２ 2,831,760

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度携帯電話料金の支払（２月分） 3,240

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の支出及び精算について 105,337

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話の機種変更に要する手数料に係る経費の支出 9,720

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　外部専門員に係る謝礼金の支出（２月分） 1,248,830

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　医療的ケアに係る指導医の報償費支出 22,296

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　外部専門員に係る謝礼金の支出（3月分） 332,694

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,646

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 寝具乾燥に係る経費の支出 51,840

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 寝具乾燥に係る経費の支出 5,832

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費に要する経費の支出（現金：3月定例払） 4,937

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費に要する経費の支出（現物：3月定例払） 104,640

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（2月分） 682,204

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 492,425

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 「学校案内」外１点の印刷 127,872

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「学校案内」外１点の印刷 14,688

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 赤玉土外16点の購入 221,212

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ミルサー外６点の購入 111,426

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支給に要する経費の支出 6,049,075

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 洗濯に係る経費の支出 41,162

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保護フィルム外12点の購入 260,388

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費に要する経費の支出（振込２：３月定例払） 234,323

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 脳波検査委託（単価契約） 91,752

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内出張旅費の支出について（非常勤看護師） 1,436

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話料金（平成３０年３月分）の支出について 4,972

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 176,739

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 45,406
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教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 17,061

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 15,862

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 670

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 5,258

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食における保存食費及び保存食材費の支出 19,908

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 39,200

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度防災教育推進委員謝礼金の支出（第２回） 9,000

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支払（１月分） 16,977

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「あすチャレ！Ｓｃｈｏｏｌ」謝礼金の支出 30,000

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 学校安全衛生管理（産業医）業務委任に係る支出　2月 54,004

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 32,938

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度茶道教室外部指導員謝礼金の支出について 27,339

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度外部専門員謝礼金の支出（2月） 684,520

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コードリール外５点の購入 105,818

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 紅白幕外１０点の購入 259,178

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料の支出 1,535,760

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支出について（２月分） 441,302

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（現金支給・３学年分） 143,216

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 342,207

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支払（２月分） 19,975

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,236

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 竹箒外１０点の購入 176,418

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 竹箒外１０点の購入 77,263

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（現金支給・１２年分） 187,025

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（現金支給追加分） 17,000

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 食器用洗剤外３５点の購入 233,085

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器用洗剤外３５点の購入 25,380

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度学校サポートチーム委員謝礼金の支出 3,000

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成２９年度都立学校開放事業運営委員謝礼金の支出 1,600

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（振込支給分） 6,251,593

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（ボランティア保険分） 10,486

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（細菌検査９月分） 1,200

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（日本漢字能力検定分） 20,000

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（細菌検査１月分） 960
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教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（交通費分） 27,355

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第三回定例払の支出（振込支給追加分） 88,326

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スプーン外8点の買入れ 104,630

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 26,373

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材料費の支出（3月分） 21,364

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算について 13,640

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 637,448

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　自律・一般需用費　3月分 98,826

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　管理・一般需用費　3月分 30,252

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件　自律・役務費　3月分 4,399

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件　使用料及賃借料　3月分 28,240

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件　保健・役務費　3月分 47,200

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件　給食・一般需用費　3月分 22,960

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件　給食・役務費　3月分 4,780

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯科保健指導の実施に伴う歯科衛生士への謝礼金　２月 11,323

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ランドリーバスケット外3点の購入 95,572

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 726,178

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ教育推進事業　陸上競技講師の謝礼金の支出 63,580

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 整形リハビリ相談の実施に伴う医師への謝礼金　３月 26,853

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 67,500

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 262,116

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブルートゥーススピーカ外4点の買入れ 131,495

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 時計外12点の買入れ 148,770

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ステップリング外9点の買入れ 150,552

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払について　2月分 632,416

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 耳鏡外3点の買入れ 57,759

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座指導員謝礼の支出について 38,907

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　自律・一般需用費　3月追加分 51,681

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 都立特別支援学校知的障害教育外部専門員謝礼金　２月 560,216

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医報償費の支出について　２月分 63,000

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック研究授業の講師の謝礼金 28,200

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 携帯電話料金の支出 1,320

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話料金の支出 1,010

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（その３）（単価契約）委託料　2月 403,920

1009 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 25,670

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム外19点の買入れ 126,317

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スタンドミラー外52点の買入れ 297,630

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯科保健指導の実施に伴う歯科衛生士への謝礼金　３月 11,323

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料　2月 1,615,680

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の支出について 23,000

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡及び精算について 65,700

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 クリップボード外21点の買入れ 225,393

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クリップボード外21点の買入れ 12,960

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 配膳台の買入れ 398,412

教育庁 港特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用インク外1点の買入れ 351,000

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議委員会への謝礼金の支出について 15,000

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度給食実施に伴う保存食費・保存食材費の支出 19,950

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 教員研究生に係る旅費の支出（平成30年2月分） 648

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る前渡金の支出について 20,528

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る前渡金の支出について 37,960

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度少額案件に係る前渡金の支出について 142,831

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 528,881

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,980

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,077

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度少額案件に係る前渡金の支出について 34,263

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）の委任契約に係る支出 54,004

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員への謝礼金の支出について 478,426

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払いについて 354,047

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 30,587

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 49,680

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 524,995

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 移動台の修理 96,552

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費　第３回定例払い（現金支給分） 47,886

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託(単価契約）の支出について 1,733,940

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機外１点の購入 86,400

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費　第３回定例払い（口座振替・交通費なし） 2,403,676

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費　第３回定例払い（口座振替・交通費あり） 538,380

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食に係る給食保存食材費等支出(3月) 27,090
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教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 うどん丼外８点の買入れ 195,231

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卵の買入れ（単価契約）に係る代金の支出について 2月 5,940

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 Ⅱ高「先輩の話を聞く会」実施に伴う講師謝礼の支出 5,748

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29安全衛生管理（産業医）業務委託契約に係る謝礼金 72,005

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（自律・一需３月） 173,317

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（役務費３月） 83,659

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（保健・一需３月） 1,231

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（給食・一需３月） 5,040

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（管理・一需３月） 4,208

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る経費（使用料及び賃貸料）３月分 6,850

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 訪問学級教材等運搬に係る経費（３月分） 35,390

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 都立多摩桜の丘学園の旅客自動車による運送 137,600

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立支援指導員業務に係る謝礼金の支出について 58,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員業務の謝礼金の支出 232,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員業務に係る謝礼金の支出について 112,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員業務に係る謝礼金の支出について 48,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度教育支援員業務に係る謝礼金の支出 421,681

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度自立活動指導員業務に係る謝礼金の支出 846,582

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 学校サポートチームに伴う謝礼金の支出 6,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 継続雑誌の購入（概算契約）の支出について（２月分） 16,910

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジの買入れ 86,039

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 45,360

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 648

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 靴下外３点の買入れ 49,896

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バターの買入れ（単価契約）2月 32,832

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卵の買入れ（単価契約）に係る代金の支出について 3月 5,940

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カッティングテーブル外４点の買入れ 244,706

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 物品運搬に係る経費の資金前渡 14,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 先輩保護者の話を聞く会の実施に伴う謝礼金の支出 16,702

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立多摩桜の丘学園給食調理業務委託（単価契約）2月 4,883,760

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 77,112

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて（２月分） 1,110,520

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 29医療的ケア整備事業（指導医派遣）謝礼金 92,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校介護職員導入準備事業に係る報償費の支出ついて 170,126
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教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ外８点の洗濯委託（単価契約）2月分 4,212

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（自律・一需3月2） 15,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡（給食・一需3月2） 14,214

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 モバイルインターネット接続サービス契約の支出（2月) 8,106

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 54,125

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励事業第三回定例払い（現金払い） 25,830

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 華道体験学習講師への謝礼金の支出 16,701

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会に係る謝礼金の支出 3,200

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る経費の資金前渡(保健・一需3月-2) 44,964

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 29医療的ケア整備事業（指導医研修）謝礼金支出 92,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る経費の資金前渡 17,300

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員業務に係る謝礼金の支出について 48,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 教育支援員業務に係る謝礼金の支出について 112,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度教育支援員業務に係る謝礼金の支出 248,647

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,196

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,191,686

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 176,785

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 321,647

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 Ⅱ部門中学部３年修学旅行実踏旅費の資金前渡及び清算 19,889

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立支援指導員業務に係る謝礼金の支出について 82,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員業務の謝礼金の支出 222,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度自立活動指導員業務に係る謝礼金の支出 580,699

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励事業第三回定例払い（振替払い） 8,868,533

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バターの買入れ（単価契約）3月分 32,832

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業式盛花・鉢花の買入れ 80,000

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材購入経費等の支出（3月分） 23,715

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,979

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 209,697

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出（1月分） 36,039

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（自律　一般需用費３月分） 182,549

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（保健　一般需用費３月分） 15,086

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件（自律　役務費３月分） 569

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件（保健　役務費３月分） 18,600

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件（給食　役務費３月分） 6,580
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教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場(現場)実習に伴う謝礼金(三学期分３－１) 5,000

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高等部3年校外学習に伴う借上げバス費用の支出 72,750

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件(使用料及賃借料　3月分) 3,240

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 複数の少額支払案件(交際費　３月分) 2,087

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務委任(報償費)の支出(2月分) 54,004

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度ブラインドサッカー体験教室に伴う講師謝礼 56,750

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　音楽鑑賞会に伴う演奏家謝礼金 44,536

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス供給（単価契約）2月分 11,016

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「世界ともだちプロジェクト(メキシコ編)」講師謝礼金 18,226

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 職場(現場)実習に伴う謝礼金(三学期分２－２) 5,000

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（2月分） 619,363

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,019

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出（2月分） 9,391

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出(高等部2年修学旅行・確定払) 76,920

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支給（第2回定例払）現金支給 14,881

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度高等部2年修学旅行に伴う付添医師謝礼金 98,320

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼金の支出について(個人2月分) 386,339

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立白鷺特別支援学校給食調理業務委託（２月分） 1,959,552

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（保健　一般需用費３月分２） 6,131

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの買入れ 44,550

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 体重計外１７点の買入れ 92,642

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼金の支出について(法人２月分) 48,000

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,245

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律委託 38,340

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入に係る経費の支出及び精算について 87,970

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　携帯端末（PHS)料金（２月分） 3,460

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度　学校開放事業運営委員会に係る謝金 3,200

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件（自律　一般需用費３月分２） 33,538

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支給 第3回定例払（振込支給） 9,388,138

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出について 44,609

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 サーモラベル外10点の買入れ 168,771

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（第3回定例払 通学費等）振込支給 375,119

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支給（第3回定例払）現金支給 606,522

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼金の支出について(法人３月分) 48,000
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教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員謝礼金の支出について(個人３月分) 189,029

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材の購入に係る経費（３月分） 13,776

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 温度計センサの購入 19,980

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ファイル外10点の購入に係る資金前渡 22,248

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「外部専門員の活用」事業に係る謝礼金支出（2月分） 541,547

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 490,054

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費３月分) 119,890

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(役務費３月分) 51,464

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費３月分) 12,771

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医報償費の支出について（2月分） 54,004

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(一般需用費３月分) 11,077

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 給食白衣等クリーニングに係る資金前渡(３月分) 940

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 236,743

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 254,262

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ざるの購入に係る資金前渡 28,620

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダーの印刷 43,550

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用下水道料金の支払（１月分） 16,977

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 マイク付き拡声器の購入に係る前渡金の支出 69,800

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 進路学習会に係る謝礼金の支出 31,263

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ガソリンの処分に係る資金前渡 2,160

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕委託 16,740

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トレー外4点の購入 75,600

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　電気料金の支払（２月分） 466,476

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 陶芸窯点検に係る資金前渡 43,200

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券の購入に係る資金前渡 5,400

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　高温水供給料金の支払い（２月分） 47,511

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立板橋特別支援学校給食調理業務委託（２月分） 1,405,512

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用水道料金の支払（２月分） 21,841

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　携帯電話利用料金①の支払（２月分） 1,421

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　携帯電話利用料金②の支払（２月分） 1,421

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 眼鏡破損事故損害見舞金の支出 32,832

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 54,115

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費（第３回定例払・振込）の支出 7,030,388

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費（第３回定例払・現金）の支出 51,426
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教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「外部専門員の活用」事業に係る謝礼金支出（3月分） 442,500

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 クリーニング代の支出（保健室） 14,256

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費（第３回定例払・現金）の支出 736,061

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費（第３回定例払・振込）の支出 190,897

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材費の資金前渡　３月分 18,480

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援学校職場(現場)実習謝礼金の支払(2学年3月分) 5,000

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 タクシー雇上げ料に要する資金前渡（３月分） 2,890

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外１点の洗濯に要する資金前渡（３月分） 4,850

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 2,061

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 26,309

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 19,982

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 84,604

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 6,378

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度　複数少額支払案件に係る前渡金の支出 11,990

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員報償費の支出 120,900

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害者教育外部専門員報償費の支出 40,714

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員報償費の支出 58,163

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員報償費の支出 34,898

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委任契約に係る報償費支出 54,004

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会協議委員等報償費の支出 12,000

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員報償費の支出 69,795

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員報償費の支出 280,000

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度 部活動外部指導員報償費の支出について 89,791

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払について 461,473

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 身長計の購入 64,260

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度電話料金（ＮＴＴ）の継続支払2月分 42,961

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 51,840

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 健康診断臨時医師等及び歯科衛生士報償費の支出 11,323

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 459,886

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）継続支払2月分 1,572,696

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 便所排水管等清掃委託 196,711

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校管理下における眼鏡破損事故損害見舞金の支出 5,616

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校管理下における眼鏡破損事故損害見舞金の支出 5,400

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第３回定例払支給（振込） 4,280,240
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教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払支給（振込②） 344,638

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災児童・生徒等受入支援事業補助金の支給 2,116

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払支給（現金） 95,031

教育庁 田無特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,215

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食材等に係る支出及び精算 25,712

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 861,017

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び精算 1,843

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度複数の少額支払案件の資金前渡及び清算 9,600

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放運営委員会実施に伴う運営委員謝礼金の支出 1,600

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度複数の少額支払案件の資金前渡及び清算 22,491

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会実施に伴う謝礼金の支出 9,000

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 278,761

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 617,190

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 63,720

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委任契約代金の支出 54,004

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度外部専門員に対する謝礼の支出（法人） 496,000

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度　外部専門員への支出（２月分） 92,600

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立南花畑特別支援学校給食調理業務委託　２月分 1,662,120

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 授業改善支援資料集の印刷 297,000

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費３月定例払（現金支給） 107,281

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 眼鏡破損事故損害見舞金の資金前渡及び精算 7,500

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,493

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会実施に伴う委員謝礼金の支出 6,000

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度複数の少額支払案件の資金前渡及び清算 63,100

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 白小鉢外13件の購入 162,216

教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費３月定例払の支出（振込支給） 3,673,478

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 現場（職場）実習謝礼金の支出及び精算（3月分） 20,000

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞購読料に係る経費の支出 15,126

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食材等経費の支出（3月分） 22,428

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピック事業の謝礼金の支出 22,396

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費） 88,679

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費） 31,681

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全管理（産業医）業務の委任契約に係る継続支払 54,004

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 自動かんな盤外１点の刃研ぎ 34,560
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教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度外部専門員の謝礼金の支出について 630,356

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度学校サポートチーム委員謝礼の支払(第2回) 6,000

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機等用ガソリンの購入経費の支出 3,000

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,516

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の支出について 8,640

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の支出 39,960

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 杉足場板の購入経費の支出 28,080

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 128,460

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の支出について 13,190

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 家電リサイクル券に係る経費の支出について 8,316

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 34,804

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 583,366

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 角椅子外3点の購入 90,288

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度給食調理業務委託に伴う委託料の継続支払 1,224,720

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払 383,571

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第３回定例払の支出について 6,344,075

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度外部専門員の謝礼金の支出について 332,526

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第3回定例払（第1学年通学費日割計算分） 470,714

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第3回定例払（第2学年通学費日割計算分） 667,087

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校用携帯電話の購入経費の支出 72,576

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 学校用携帯電話の購入経費の支出 324

教育庁 永福学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 肢体不自由教育部門訪問学級実施に伴うタクシー使用料 29,000

教育庁 永福学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食用保存食等購入経費の支出(３月分) 26,736

教育庁 永福学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ボッチャボールセット外３点の購入 56,484

教育庁 永福学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ボッチャボールセット外３点の購入 18,144

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日中高生新聞外1点の購入 4,001

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売KODOMO新聞の購入 500

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞外2点の購入 8,243

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞外2点の購入 2,097

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金（自律・使賃料）３月分 8,410

教育庁 永福学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律・一需・３月分） 261,448

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 再生PETダスター外19点の購入 94,320

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士謝礼金の支出（２月分） 232,650

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケア指導医報償費（２月分） 112,184
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教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 スポーツ教育推進事業講師謝礼金（ボッチャ） 160,800

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度第3回人権教育推進会議謝礼金 105,278

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度第3回人権教育推進会議謝礼金 25,980

教育庁 永福学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件経費（自律・役務・３月分） 6,980

教育庁 永福学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売KODOMO新聞の購入 500

教育庁 永福学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 肢体ハンドサッカー大会実施に係る旅客自動車運送 99,360

教育庁 永福学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 現場（職場）実習謝礼金の支出（就業技術科） 220,000

教育庁 永福学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第２回定例払（現金支給）の支出 51,546

教育庁 永福学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理業務代金の支出（２月分） 63,000

教育庁 永福学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売KODOMO新聞の購入 500

教育庁 永福学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 スポーツ教育推進事業に係る旅客自動車（サッカー部） 147,780

教育庁 永福学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランシーバー用バッテリー外１点の購入 278,856

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売KODOMO新聞の購入 500

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立永福学園　厨房内排水管高圧洗浄清掃委託 378,000

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 消毒液外13点の購入 20,820

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 消毒液外13点の購入 45,885

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 消毒液外13点の購入 107,892

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立永福学園　芝生保護管理委託(単価契約)代金の支出 12,960

教育庁 永福学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入 4,930

教育庁 永福学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員報償費の支払（２月分） 2,186,731

教育庁 永福学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 筆耕代金の支払に係る経費の支出及び精算について 38,520

教育庁 永福学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 常時支払案件（役務費・給食・３月分） 1,771

教育庁 永福学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 永福学園・大塚ろう永福分教室学校給食調理業務委託 4,042,440

教育庁 永福学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 261,055

教育庁 永福学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,002,809

教育庁 永福学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,347

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都特別支援学校等給付型奨学金の支出 154,280

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興事業外部指導者謝礼金（3月分） 24,000

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケア指導医報償費（３月分） 44,592

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士謝礼金の支出（３月分） 369,685

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 就業技術科技能競技会実施に伴う謝礼金の支出 216,237

教育庁 永福学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校公開講座の指導員に対する報償費 83,370

教育庁 永福学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スチール棚解体運搬作業委託 237,600

教育庁 永福学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 81,402

1018 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 永福学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 888,588

教育庁 永福学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 フォークリフト特定自主検査に係る経費の支出及び精算 102,600

教育庁 永福学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,404

教育庁 永福学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件経費自律・一需・３月分）② 291,609

教育庁 永福学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 100,000

教育庁 永福学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 60,000

教育庁 永福学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡について 14,000

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 スポーツ教育推進事業に係る旅客自動車運送(バレー部) 123,920

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 書籍外１７点の購入 81,108

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外１７点の購入 63,892

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ他１２点の購入 92,222

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援学校学校介護職員任用前研修謝礼金の支出 21,084

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出について（２月分） 966,814

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払（振込支給） 14,942,584

教育庁 永福学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 筆耕代金の支払に係る経費の支出及び精算について 38,520

教育庁 永福学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払（現金支給）の支出 761,228

教育庁 永福学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払（振込支給）の支出 41,544

教育庁 永福学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律に係る経費の支出及び精算について 24,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　学校給食保存用食材費の支出について 25,844

教育庁 青峰学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　学校給食形態食検食費の支出について 798

教育庁 青峰学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員報償費の支出（第2回） 3,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ハンドサッカー大会に伴う旅客自動車による運送 115,460

教育庁 青峰学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 琴運搬に伴う経費の支出 14,580

教育庁 青峰学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 高等部2年を対象としたビジネスマナー講座報償費支出 29,227

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 掲示板外3件の購入 247,644

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(自律・一需)3月分 247,399

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る前渡金（自律・14）3月分 6,780

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 複数の少額支払案件に係る前渡金（光熱水費）3月分 23,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医報償費の支出（2月分） 22,296

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の委任契約に係る報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度　学校給食形態食検食費の支出について 738

教育庁 青峰学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動外部指導員報償費の支出（2月分） 35,673

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度就業技術科修学旅行実地踏査旅費の支出 63,446

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 H30就業技術科高2修学旅行実地踏査に伴うタクシー代 32,200
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教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入に要する経費 98,400

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士報償費の支出（2月分） 108,570

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 高等部第3学年ビジネスマナー講座講師報償費の支出 8,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 青峰学園エクステンション応用講師報償費支出（2月） 8,725

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 青峰エクステンション講師・助手報償費の支出（2月） 8,725

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(給食・役務)３月分 1,754

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(保健・役務)　3月分 19,634

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出（主権者教育）2月分 902

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の継続支払について（2月分） 5,967

教育庁 青峰学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る支出（2月分） 3,127

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（OT）報償費の支出 166,100

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（ST）報償費の支出（2月分） 69,795

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（PT2）報償費の支出（2月分） 96,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（PT1）報償費の支出（2月分） 96,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（PT3）報償費の支出（2月分） 69,795

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（ORT）報償費の支出（2月分） 69,795

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員(ORT)報償費の支出(自律)（2月分） 34,898

教育庁 青峰学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 公開研究会シンポジウムにおける助言者報償費の支出 61,230

教育庁 青峰学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 モニタスタンド外1件の購入 171,720

教育庁 青峰学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育講演会の講師報償費の支出 20,825

教育庁 青峰学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 就業技術科2年修学旅行引率等旅費の追給について 408

教育庁 青峰学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立青峰学園給食調理業務委託(単価契約)2月分 2,134,080

教育庁 青峰学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 41,040

教育庁 青峰学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 カーテン洗濯 299,905

教育庁 青峰学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出及び精算（随時払・現金支給） 44,380

教育庁 青峰学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 琴運搬に伴う経費の支出 11,664

教育庁 青峰学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校介護職員任用前研修に係る報償費の支出 87,546

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外42件の購入 66,339

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍外42件の購入 9,552

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ契約及びﾓﾊﾞｲﾙWi-Fiﾙｰﾀｰ2月分 5,404

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 包丁研ぎに要する経費 10,200

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 ビジネスマナー講座の講師等報償費支出(第4回分) 93,200

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医報償費の支出(3月分) 44,592

教育庁 青峰学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,462
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教育庁 青峰学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 天火の修理 38,880

教育庁 青峰学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 琴運搬に伴う経費の支出 11,664

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕 19,200

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 マット外2件の購入 111,888

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 青峰学園エクステンション応用講師報償費支出（3月） 8,725

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（PT1）報償費の支出（3月分） 96,000

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員（ST）報償費の支出（3月分） 69,795

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金（自律・役務）3月分2 1,201

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士報償費の支出（3月分） 187,620

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(自律・一需)3月分2 119,875

教育庁 青峰学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放事業運営委員会(第2回)に係る報償費支出 1,600

教育庁 青峰学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 技能競技会(成果発表会)に係る助言者の報償費の支出 161,073

教育庁 青峰学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 512,414

教育庁 青峰学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 246,486

教育庁 青峰学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機等用ガソリン購入 3,864

教育庁 青峰学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

給付型奨学金の支出（３月） 84,084

教育庁 青峰学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出及び精算について（3月現物支給） 24,679

教育庁 青峰学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,110,356

教育庁 青峰学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月定例払・振込支給） 10,125,158

教育庁 青峰学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出及び精算について（現金支給） 63,844

教育庁 青峰学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パン発酵機の修理 128,476

教育庁 青峰学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（3月振込支給・未納者） 20,831

教育庁 青峰学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,023,319

教育庁 南大沢学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度3年校外学習実施に伴う入場料の支出 110

教育庁 南大沢学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存用食材購入に係る経費(3月分) 26,464

教育庁 南大沢学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 野球部合宿引率に伴う旅費の支出 19,334

教育庁 南大沢学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度「身だしなみ教室」における講師謝礼の支出 33,402

教育庁 南大沢学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「ファッションコーディネイト講座」の講師謝礼の支出 16,701

教育庁 南大沢学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化に関する教育に係る助言者謝礼の支出 4,221

教育庁 南大沢学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 はがきの購入に要する経費の資金前渡及び精算 5,952

教育庁 南大沢学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度少額支払案件の支出(自律・役務費)(3月分) 8,583

教育庁 南大沢学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 統合ソフトウェアに係るライセンスの購入 37,692

教育庁 南大沢学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ＩＣＴ機器の購入に係る支出及び精算について 29,060

教育庁 南大沢学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 830,970
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教育庁 南大沢学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「ファッションコーディネイト講座」の講師謝礼の支出 1,899

教育庁 南大沢学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 964,603

教育庁 南大沢学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度特別支援教育心理士謝金の支出（２月分） 200,600

教育庁 南大沢学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員謝礼の支出（２月分） 180,948

教育庁 南大沢学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化に関する教育に係る助言者謝礼の支出 9,400

教育庁 南大沢学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 郵券の購入に要する経費の資金前渡及び精算 60,000

教育庁 南大沢学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 ビルクリーニングコース「技術講座」助言者謝礼の支出 9,400

教育庁 南大沢学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 腸内細菌検査委託に係る支払い(２月分) 6,566

教育庁 南大沢学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度企業就労促進事業助言者謝金の支出(第３回) 26,800

教育庁 南大沢学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成２９年度都立南大沢学園給食調理業務委託(2月分) 1,805,760

教育庁 南大沢学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払いについて 595,197

教育庁 南大沢学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 音楽（世界の音楽）に係る授業講師謝礼 72,192

教育庁 南大沢学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度安全衛生管理（産業医）業務（２月分） 54,004

教育庁 南大沢学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校公開講座指導員謝礼の支出(２月分) 23,265

教育庁 南大沢学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払の支出(現金支給分) 58,818

教育庁 南大沢学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 温度計外５点の購入 241,347

教育庁 南大沢学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度いのちの学習講師謝礼の支出 32,146

教育庁 南大沢学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化に関する教育に係る助言者謝礼の支出 9,400

教育庁 南大沢学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 36,880

教育庁 南大沢学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 39,600

教育庁 南大沢学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 タイムレコーダー外３点の購入 221,400

教育庁 南大沢学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 苗外８点の購入 92,016

教育庁 南大沢学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立特別支援学校等給付型奨学金の支出 39,012

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ガス検知管外20点の購入 74,152

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガス検知管外20点の購入 23,328

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピュータ外3点の購入 112,536

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 レターパックの購入に要する経費の資金前渡及び精算 63,700

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別支援学校受入支援事業補助金の支出 3,435

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 機密文書等処理に係る経費の資金前渡及び精算について 29,808

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 茶巾外１点の購入に係る資金前渡及び精算について 4,709

教育庁 南大沢学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,021

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払の支出(振込支給分) 18,399,763

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 消火器外1点の購入に係る資金前渡及び精算について 13,932

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度学校開放事業運営委員会委員謝礼の支出 1,600

1022 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本の伝統文化に関する教育に係る助言者謝礼の支出 4,221

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員謝礼の支出（３月分） 21,714

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度特別支援教育心理士謝金の支出（３月分） 204,400

教育庁 南大沢学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スタンダード無線機申請に要する経費の資金前渡 34,314

教育庁 南大沢学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニングに要する経費の資金前渡について 7,948

教育庁 南大沢学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度少額支払案件の支出（自律・一般需用費3月分） 50,000

教育庁 南大沢学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 無線機利用に伴う電波利用料に要する経費の資金前渡 1,800

教育庁 南大沢学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 荷物運送に要する経費の資金前渡について 27,200

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校運営連絡協議会に係る報償費の支出 3,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 3学期芸術鑑賞教室に係る報償費の支出 55,800

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度寄宿舎賄い保存食材費等の支出 24,354

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食材費等の支出 18,326

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出について（随時払　現物支給） 12,626

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 視覚部門中学部グループ研修実施に係る報償費の支出 21,371

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣等洗濯料金の支出に伴う資金前渡（３月分） 1,440

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 寄宿舎等洗濯料金の支出に伴う資金前渡（３月分） 17,756

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 保健室洗濯料金等の支出に伴う資金前渡（３月分） 18,702

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 6,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員の指導実施に伴う報償費の支出（２月分） 501,030

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医との委任契約に伴う支出について 63,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 30,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 18,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る資金前渡について 44,710

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 54,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 100,214

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 シーツ外13点の買入れ 72,565

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について 6,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 保護者向け進路講演会に係る報償費の支出 16,701

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 視覚障害教育部門音楽鑑賞教室に係る報償費の支出 48,128

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 育児教室に係る報償費の支出 8,351

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 104,081

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 636,562

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 医療的ケアに係る指導医業務の実施に係る報償費の支出 22,296

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支出 1,086,236
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教育庁 久我山青光学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 平成29年度給食・賄い調理業務に係る委託料の支出 2,359,800

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度給食・賄い調理業務に係る委託料の支出 1,458,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,514

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 視覚障害の購読 6,200

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 整形リハビリ相談実施に伴う報償費の支出について 26,853

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卒業証書ホルダー外1点の買入れ 55,468

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（視覚部門中学部移動教室実踏） 18,842

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（知的部門中2移動教室実地踏査） 24,988

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤看護師の出張に係る特別旅費の支出（3月分） 1,922

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（知的中学3年修学旅行実地踏査） 26,460

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 フードプロセッサー刃外１点の研磨代金の支出 9,072

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 発達教育の購読 4,800

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 教室用机外3点の買入れ 203,040

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 下水道料金の支出 2,044,520

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員の指導実施に伴う報償費の支出（３月分） 301,696

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵便切手等購入代金の支出について 36,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子の買入れ 97,200

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 電動自転車の買入れ 168,400

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 畳の修繕（表替え） 162,000

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンレール外2点の買入れ 120,420

教育庁 久我山青光学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員の指導実施の伴う報償費の支出（3月分の2） 10,775

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか4点の買い入れ 152,172

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算について（運営用） 40,400

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 20,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 100,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（保健・給食等） 24,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（保健・給食等） 10,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 食育授業実施に伴う講師謝礼金の支出 100,206

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 粉末消火器の買い入れ 158,760

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医の報償費の支出（2月分） 54,004

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員に対する謝礼の支払(2月分) 653,514

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食・保存食材費の支出（３月分） 20,146

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託(単価契約)に伴う委託料の支出 1,846,800

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 エプロンほか1点の購入（チャレンジ雇用予算分） 7,944
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教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 68,498

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 196,409

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,491

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第３回定例払（現金支給分） 49,697

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,064

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算（SB保護者通知用） 16,400

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 70,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡（保健・給食等） 10,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「発達教育」の購入 4,800

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支払について 427,078

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回随時払の支出 73,524

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 学校開放事業運営委員会に係る報償費の支出 1,600

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 ウェットシートほか3点の購入（チャレンジ雇用予算） 19,000

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 トランシーバーほか4点の買入れ 113,562

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第3回定例払の支出（12月～3月） 2,011,054

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算について（運営用） 60,540

教育庁 品川特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 606,538

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食実施に伴う保存食費・保存食材費の支出（３月分） 23,114

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額案件に係る前渡金の支出（3月分） 37,572

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額案件に係る前渡金の支出（3月分） 13,341

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額案件に係る前渡金の支出（3月分） 199,668

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額案件に係る前渡金の支出（3月分） 41,018

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 29年度教育外部専門員への謝礼金の支出（2月分） 543,363

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務に係る報償費の支出２月分 54,004

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興事業実施校外部指導員への謝礼金（2月分） 204,677

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 25,920

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（２月分） 761,144

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度歯科衛生指導に係る歯科衛生士への謝礼 45,292

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動振興事業実施校外部指導員への謝礼金（3月分） 67,082

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話料金の継続支払について（2月分） 4,218

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 眼鏡破損事故損害見舞金の支出について（資金前渡） 17,280

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）の支出（2月分） 2,089,800

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払い（口座振替） 4,711,299

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,647
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教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,470

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 119,166

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,039

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 29年度教育外部専門員への謝礼金の支出（3月分） 538,163

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 693,409

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 バスの借上げ 177,560

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 救急避難袋使用教員訓練講師謝礼金の支出について 11,134

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払い（振込支給②） 625,877

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金の支出について 16,503

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 43,529

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 65,762

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 14,256

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 31,320

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 21,916

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 転写紙外81点の購入 113,657

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存食に係る前渡金の支出（３月分） 22,736

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 茶道体験（中学部２年生）における講師謝礼金の支払 7,453

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 茶道体験（中学部3年生）における講師謝礼金の支払 7,453

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

府中分教室の運営に係る光熱水費等の支払い(１月分) 774,319

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の支出 4,675

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 高等部修学旅行付添医師に対する謝礼金の支出 98,320

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 電子視力計の購入 96,336

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 卒業生の話を聞く会における講師謝礼金の支出 12,752

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員謝礼支払について（２月分） 942,734

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 127,386

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,051,244

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 83,599

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 4,300

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 14,400

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 22,680

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 4,405

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分） 2,268

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度茶道体験（高等部）の講師謝礼金の支出 22,089

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 府中分教室音楽鑑賞会における講師謝礼金の支出 22,987
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教育庁 武蔵台学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理業務に係る報償費の支出(2月） 72,005

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 記念誌の印刷 370,872

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 389,812

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書フォルダの購入 58,460

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の購入に係る資金前渡の支出について 123,500

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 歯科保健指導に対する謝礼金の支出 11,323

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機用ガソリンの購入経費の支出について 3,000

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 中学部３年修学旅行実地踏査に係る旅費の支出 37,732

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 155,942

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 タタメットズキンの購入 19,440

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 タタメットズキンの購入 9,720

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 タタメットズキンの購入 294,840

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金(市内)の支払いについて(２月分) 49,609

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度第1回学校開放事業運営委員謝礼金の支出 1,600

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立武蔵台学園給食調理業務の支払(２月分) 2,074,572

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,107

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 シーチング外43点の購入 178,809

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 シーチング外43点の購入 22,140

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 シーチング外43点の購入 97,379

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度Wi-Fi通信料の支払いについて(２月分) 5,404

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

府中分教室の運営に係る光熱水費等の支払い(２月分) 789,678

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成２９年度携帯電話料金の支払いについて(２月分) 8,004

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 884,010

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度電話料金(市外)の支払いについて(２月分) 6,967

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に係る前渡金の支出について 3,280

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券の購入に係る前渡金の支出について 5,220

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券外1点の購入に係る前渡金の支出について 156,200

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費（第3回定例払）（振込支給） 7,354,115

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費（第3回定例払）（現金支給） 201,568

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校管理下における眼鏡破損事故見舞金の支出 51,840

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費（第3回定例払）振込支給・その2 616,072

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費（第3回定例払）振込支給・その3 645,303

教育庁 武蔵台学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等給付型奨学金の支出(3月分) 22,971

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外35点の買入れ 141,411
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教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外35点の買入れ 14,973

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外35点の買入れ 68,990

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外35点の買入れ 16,768

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校給食保存食材等購入に係る経費 29,426

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 29年度就学奨励費(現物支給)の資金前渡(学校給食費) 12,600

教育庁 志村学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座「本人講座･活用編」講師･助手の報償費支出 20,920

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 三徳包丁外3点の刃研磨 24,570

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 三徳包丁外3点の刃研磨 8,640

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度光熱水費の支出（3月分） 1,380

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 175,452

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 22,344

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 7,580

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 43,012

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 11,320

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 12,292

教育庁 志村学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る経費の資金前渡（3月分） 10,494

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修理 132,192

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 タブレット型端末の修理 40,878

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　伝統文化　茶道講師に対する報償費の支出 8,441

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度農園芸部外部指導員への報償費の支出 10,775

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケアに係る指導医に対する報償費支出 66,888

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度特別支援教育心理士に対する報償費の支出 154,530

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度安全衛生管理(産業医)業務の委任契約の支出 63,000

教育庁 志村学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 29年度人権教育協力者会議･就業促進協力者会議報償費 54,835

教育庁 志村学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノの調律に要する経費 49,680

教育庁 志村学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 リハビリテーブルの修理 94,176

教育庁 志村学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 サッカー部大会に伴うバスの借上げ 274,500

教育庁 志村学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員(言語聴覚士･医療機関等)の報償費支出 224,000

教育庁 志村学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員(肢体部門)報償費の支出(平成30年2月分 1,468,944

教育庁 志村学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外66点の買入れ 33,156

教育庁 志村学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード外66点の買入れ 263,025

教育庁 志村学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 変型机の修理 36,600

教育庁 志村学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 冷却機の修理 56,160

教育庁 志村学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　新聞の購入（平成29年10月～12月分） 9,102
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教育庁 志村学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 29年度就技2年修学旅行実地踏査に伴う地外旅費 117,984

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払・現金支給①） 45,079

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払・現金支給②） 52,200

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度PHS通信利用料金の支払い（２月分） 24,513

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続及びWi-Fiﾙｰﾀ利用料金（２月分） 5,404

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払・現金支給③） 648

教育庁 志村学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 733,129

教育庁 志村学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立志村学園給食調理業務委託(単価契約） 3,591,000

教育庁 志村学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払い（２月分） 1,569,497

教育庁 志村学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 成果発表会の講師に対する報償費の支出 100,916

教育庁 志村学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 26,964

教育庁 志村学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ハンドサッカー大会に伴うバスの借上げ 212,320

教育庁 志村学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 公開講座「本人講座･活用編」講師･助手の報償費支出 21,813

教育庁 志村学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払） 12,556,873

教育庁 志村学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,515,194

教育庁 志村学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 インターネット回線利用料金（3月分） 3,888

教育庁 志村学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券の買入れに要する資金 44,000

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 校旗外3点の買入れ 143,748

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 校旗外3点の買入れ 29,160

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払③） 33,878

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払④） 212,001

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払②） 53,852

教育庁 志村学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（３月定例払⑤） 773,717

教育庁 鹿本学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立鹿本学園学校給食調理業務委託の支出 5,000,400

教育庁 鹿本学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校保存食材費の支出について（３月分） 25,515

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ小岩コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 42,660

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S南葛西コース旅客自動車による運送（単価契約）支払 29,700

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ金町コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 50,922

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S船堀コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 47,498

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S平井コース旅客自動車による運送（単価契約）の支払 49,258

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ青戸コース旅客自動車による運送（単価契約）の支払 51,375

教育庁 鹿本学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S亀有コース旅客自動車による運送（単価契約） 49,496

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度　産業医（報償費）の支払（2月分） 72,005

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する謝礼（１）2月分 372,000
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教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する謝礼（２）2月分 393,200

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する謝礼（４）2月分 664,376

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する謝礼（５）2月分 84,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 自立活動指導員に対する謝礼（６）2月分 202,593

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員に対する謝礼（2月分） 351,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員に対する謝礼（2月分） 780,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒シダほうき外13点の買入れ 67,362

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 メタルハイドランプの買入れ 103,680

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 充電式クリーナー外２点の買入れ 227,998

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 腐葉土外７点の買入れ 269,967

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 交際費　３月分 6,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 使用料及び賃借料　３月分 10,130

教育庁 鹿本学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 親子歯みがき教室謝礼 67,938

教育庁 鹿本学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 77,760

教育庁 鹿本学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 220,320

教育庁 鹿本学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カレンダーの買入れ 59,400

教育庁 鹿本学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 76,335

教育庁 鹿本学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,821

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（給食　役務費・３月分） 3,587

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件（保健　役務費・３月分） 447

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件（自律　役務費・３月分） 26,432

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（自律　一般需用費・３月分） 233,496

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ金町コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 50,922

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S船堀コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 47,498

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S平井コース旅客自動車による運送（単価契約）の支払 49,258

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S亀有コース旅客自動車による運送（単価契約） 49,496

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ青戸コース旅客自動車による運送（単価契約）の支払 51,375

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S南葛西コース旅客自動車による運送（単価契約）支払 29,700

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ小岩コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 42,660

教育庁 鹿本学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ篠崎コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 42,444

教育庁 鹿本学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（未納者現物支給） 426,545

教育庁 鹿本学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（Ｎ部門　現金支給） 26,952

教育庁 鹿本学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（未納者一部現金支給） 97,138

教育庁 鹿本学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の現物支給について（Ｓ部門　未納者対応） 173,060
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教育庁 鹿本学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支給について（Ｓ部門　未納解消に伴う 83,793

教育庁 鹿本学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スプリングの買入れ 83,268

教育庁 鹿本学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校図書館研修の助言者謝礼の支出について 12,032

教育庁 鹿本学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 全国公開研究会　分科会助言者謝礼の支出について 12,032

教育庁 鹿本学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 全国公開研究会　分科会助言者謝礼の支出について 12,032

教育庁 鹿本学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 在宅就労（テレワーク）体験会に係る講師謝礼の支払 23,800

教育庁 鹿本学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 研究リーフレットの印刷 118,800

教育庁 鹿本学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 S綾江コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 50,986

教育庁 鹿本学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立鹿本学園学校給食調理業務委託の支出 5,793,120

教育庁 鹿本学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払いについて 1,251,812

教育庁 鹿本学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 レターパックの購入に係る経費の支出及び精算について 87,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 596

教育庁 鹿本学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ピアノ修理 81,000

教育庁 鹿本学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 58,508

教育庁 鹿本学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,867

教育庁 鹿本学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度ＰＨＳ料金の支払（２月分） 33,365

教育庁 鹿本学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度モバイルインターネット料金（２月分） 5,404

教育庁 鹿本学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 持続可能な社会づくりに向けた教育推進講師助言の支出 24,064

教育庁 鹿本学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 持続可能な社会づくりに向けた教育推進講師助言の支出 24,064

教育庁 鹿本学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 「青春いきいき講座（後期）」指導員への謝金の支出 48,470

教育庁 鹿本学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,005,053

教育庁 鹿本学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,833

教育庁 鹿本学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

教育庁 鹿本学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支出（通学費実績確認対象者） 51,886

教育庁 鹿本学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機用ガソリンの支出及び精算について 5,850

教育庁 鹿本学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費の支給（未納者一部振込支給） 15,621

教育庁 鹿本学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の支出（Ｎ部門第３回定例払振込支給分） 4,614,398

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の第３回定例払い分の支給について（Ｓ部門 2,103,179

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 151,200

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 アクアスファSスプレーボトル外１点の買入れ 104,976

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 アクアスファSスプレーボトル外１点の買入れ 95,256

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 布テープ外８点の買入れ 50,292

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 多目的支柱外１点の買入れ 79,920

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費の第３回定例払い分の支給について（Ｓ部門 234,781
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教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書筆耕委託 73,915

教育庁 鹿本学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 H30年度非常勤看護師募集広告料の支出について 42,120

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 平成29年度学校調理済食品費・原材料費の支出について 17,598

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 交際費 弔慰金の支出及び精算について 5,000

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 iTunesカード利用料金の支出及び精算について 80,000

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（自律　一需　２月） 264,501

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（自律　役務　３月） 32,895

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（給食　役務　３月） 12,674

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（保健　役務　３月） 6,800

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度医療的ケアに係る指導医への報償費の支出 22,296

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医報償費の支出 54,004

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入・処分費の支出及び精算 5,000

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ガソリンの購入・処分費の支出及び精算 2,000

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,995

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 129,144

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 中学部３年　コサージュ作り講師への謝礼金の支出 9,400

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支払について（２月分） 636,548

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 外部専門員に係る報償費の支出 231,942

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,750

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 雨水貯留槽等清掃委託 250,560

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 雨水貯留槽等清掃委託 5,400

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う支出（２月分） 1,360,800

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 10,789

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 11,911

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,593

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 東京都立青山特別支援学校樹木選定委託 292,140

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 トレイ外１０点の買入れ 166,476

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費の第三回定例払の支出について 1,362,058

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費の第三回定例払の支出(現金払) 25,200

教育庁 青山特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター外3点の購入及び精算 136,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 就業技術科卒業旅行に係る入場料の支出及び精算 79,200

教育庁 水元小合学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食に伴う保存食材費の支出について 28,700

教育庁 水元小合学園 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕委託 44,604

教育庁 水元小合学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度　特別支援教育心理士に係る報償費の支払 214,530
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教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成２９年度　産業医活動に係る報償費の支払い 63,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 111,007

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 8,057

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 5,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 68,857

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 2,527

教育庁 水元小合学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度　現場実習の謝礼金（2月16日終了分外） 15,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員の支払い（２月分） 21,714

教育庁 水元小合学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 吸塵マットの借入れに係る継続支払について 14,904

教育庁 水元小合学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 看護師募集広告に係る経費の支出及び精算について 69,984

教育庁 水元小合学園 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 キーボックスの移設に係る経費の支出及び精算について 10,800

教育庁 水元小合学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 スクールバス駐車場塗装に係る経費の支出及び精算 49,680

教育庁 水元小合学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 タペストリーの購入 162,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 96,359

教育庁 水元小合学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,344,224

教育庁 水元小合学園 平成30年03月13日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 経口補水液外7件の購入に係る経費の支出及び精算 15,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金第3回現物支給分の支出 4,860

教育庁 水元小合学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成２９年度自立活動指導員謝礼金（２月分） 1,534,876

教育庁 水元小合学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金第４回振込支給の支出について 130,778

教育庁 水元小合学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 ２９年度就技技能発表会講師に係る謝礼金の支出 24,064

教育庁 水元小合学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託に伴う委託料の支出（2月分） 4,104,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度部活動外部指導員の支払い（３月分） 9,306

教育庁 水元小合学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 英会話講師に対する謝礼の支払について 8,351

教育庁 水元小合学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 構内電話設備の設定変更作業に係る経費の支出及び精算 36,720

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の継続支払（２月分） 810

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 介助皿外15件の購入 148,057

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券購入経費の支出及び精算 19,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 非常用おかゆ外の購入に係る経費の支出及び精算 20,034

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 非常用おかゆ外の購入に係る経費の支出及び精算 60,088

教育庁 水元小合学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用椅子外1件の購入に係る経費の支出及び精算 63,828

教育庁 水元小合学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 泡だて器外14件の購入に係る経費の支出及び精算 87,242

教育庁 水元小合学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 プリペイドカードの購入に係る経費の支出及び精算 86,740

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 就技移動教室実踏に係るタクシー代の支出について 10,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 先進校視察に係る普通旅費の支出及び精算について 92,032
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教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 102,937

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 29年度複数の少額支払案件の資金前渡及び支出について 2,624

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 就業技術科校内研修講師に係る謝礼金の支出について 18,497

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的部門・肢体部門音楽交流に係る謝礼金の支出 76,773

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 5,963

教育庁 水元小合学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 981,058

教育庁 水元小合学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 都立学校開放運営委員会委員の報償費の支出（第２回） 3,200

教育庁 水元小合学園 平成30年03月27日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 野菜裁断機研磨に係る経費の支出及び精算について 8,640

教育庁 水元小合学園 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 便せん外17件の購入に係る経費の支出及び精算 88,450

教育庁 水元小合学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費３月定例払(卒業生振込支給)分の支出 3,900,451

教育庁 水元小合学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費３月定例払（在校生振込支給）分の支出 8,074,038

教育庁 水元小合学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費３月定例払（現金支給）の支出及び精算 155,758

教育庁 水元小合学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末の運搬に係るタクシー代の支出 5,000

教育庁 水元小合学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテン外7件のクリーニングに係る支出及び精算 32,717

教育庁 水元小合学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度給付型奨学金第５回振込支給の支出について 9,308

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 学校給食保存用食材の購入に係る経費の支出について 17,460

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 883,916

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払案件 / 管理費 / 役務費　3月分 84,438

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払案件 / 管理費 / 使用料及賃借料 2,000

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,602,521

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 相撲教室講師謝礼金の支出 37,578

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月12日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理（産業医）委任契約の報償費の支出 2月分 54,004

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支出 48,383

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成２９年度　敷布ほか洗濯代金の継続支払 1,598

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員指導等実施に伴う謝礼金 2月分 385,137

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 知的障害教育外部専門員指導等実施に伴う謝礼金 2月分 10,775

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 飯椀外５件の買入れ 125,366

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダー外９件の買入れ 211,010

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 43,043

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 152,147

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　PHS通信サービス利用料金の支出（2月分） 6,488

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 平成29年度　電話料金の支出（開設準備室用）について 5,017

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年度中学部修学旅行実地踏査に係る旅費 44,028

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費第３回定例払・現金支給の支払について 11,727
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教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 学校給食調理業務委託（単価契約）の継続支払について 2,543,802

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月27日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 非常用自家発電機等用ガソリン代の支出及び精算 6,000

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 芝刈り作業委託 296,460

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 留守番電話装置外１件の買入れ 107,352

教育庁 城東特別支援学校 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 就学奨励費(第３回定例払・振込支給)の支払い 2,778,102

教育庁 光明学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 給食保存食材等購入経費（3月分） 36,375

教育庁 光明学園 平成30年03月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 寄宿舎賄費保存食等購入経費（3月分） 98,593

教育庁 光明学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 訪問教育ワクチン接種費用（30年3月） 11,000

教育庁 光明学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 H29年度さわやか相談外部講師の報償費の支出(2月分) 18,225

教育庁 光明学園 平成30年03月05日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医業務委任に係る報償費の支出(2月分) 72,005

教育庁 光明学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 H29少額支払い案件に係る資金前渡（自律一需3月分） 91,181

教育庁 光明学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 少額支払い案件に係る資金前渡（役務費） 25,270

教育庁 光明学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 少額支払い案件に係る資金前渡（自律・使用料賃借料） 24,400

教育庁 光明学園 平成30年03月06日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 防災教育推進委員会委員への謝礼金の支出 6,000

教育庁 光明学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29年度部活動振興事業外部指導員の謝礼金の支出(2月) 11,633

教育庁 光明学園 平成30年03月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都特別支援学校等給付型奨学金の支出 50,000

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 フードプロセッサー用部品外16点の買入れ 73,978

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 教師用指導書の購入 287,712

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡（管理・一般需用費） 6,960

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 H29公開講座指導員への報償費の支出(ハンドサッカー) 81,429

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員の報酬の支出(法人2月分) 224,000

教育庁 光明学園 平成30年03月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券等購入に係る代金の支出 29,520

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(玉川コース)の旅客自動車による運送 65,556

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(祖師谷コース)の旅客自動車による運送 45,360

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(経堂コース)の旅客自動車による運送 38,394

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(目黒コース)の旅客自動車による運送 39,312

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(代々木コース)の旅客自動車による運送 45,252

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(駒沢コース)の旅客自動車による運送 71,820

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立光明学園(三宿コース)の旅客自動車による運送 48,600

教育庁 光明学園 平成30年03月12日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 固形洗剤外１点の買入れ 46,980

教育庁 光明学園 平成30年03月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度自立活動指導員の報酬の支出(個人2月分) 1,668,009

教育庁 光明学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金（ＦＡＸ・光回線）の支出について 4,065

教育庁 光明学園 平成30年03月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金（ＦＡＸ・光回線）の支出について 3,888

教育庁 光明学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立光明学園給食・賄い調理業務委託代金の支出 4,406,400
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教育庁 光明学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立光明学園給食・賄い調理業務委託代金の支出 2,423,520

教育庁 光明学園 平成30年03月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤看護師の近接地内旅費の支出について 124

教育庁 光明学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 平成29年度学校運営連絡協議会委員への謝礼金の支出 45,000

教育庁 光明学園 平成30年03月19日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 「卒業生の体験を聞く会」講師への謝礼金の支出 6,466

教育庁 光明学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 音楽鑑賞教室にかかる報償費の支出 16,840

教育庁 光明学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 43,427

教育庁 光明学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

教育庁 光明学園 平成30年03月20日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 4,852

教育庁 光明学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ＬＡＮケーブル敷設作業委託 41,040

教育庁 光明学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（普通旅費2月分） 9,216

教育庁 光明学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ガソリン購入に係る代金の支出について 4,958

教育庁 光明学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校介護職員任用前模擬実務研修にかかる謝礼の支出 402,777

教育庁 光明学園 平成30年03月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払の支出(現金) 37,084

教育庁 光明学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,093,759

教育庁 光明学園 平成30年03月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 366,888

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書ホルダーの買入れ 104,004

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スチームコンベクションオーブンの修理 342,468

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 モバイルWi-Fiルター料金の支出について 8,106

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話料金の支出 127

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 郵券等購入に係る代金の支出について 3,280

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 541,253

教育庁 光明学園 平成30年03月26日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,153

教育庁 光明学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ノートパソコンの買入れ 178,956

教育庁 光明学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ブランコ点検委託 32,400

教育庁 光明学園 平成30年03月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 郵券等購入に係る代金の支出について 110,343

教育庁 光明学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払の支出について 1,981,194

教育庁 光明学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 全国公開研究会研究会における講師への報償費の支出 2,314

教育庁 光明学園 平成30年03月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費第三回定例払の支出（交通費） 712,452

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 委託料 開披調査の実施に伴う写真撮影委託 108,000

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 特別旅費 地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｫｰﾗﾑ(関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ)に係る旅費 80,348

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 開披調査の実施に伴う複写機の賃借 44,280

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 事務局管理用サーバの賃借（長期継続契約）に伴う支出 35,595

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 政党助成事務用デスクトップPC等の賃借（長期継続） 17,604

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 政治資金業務ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ機器等の賃借（長期継続） 184,032
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選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 投開票速報システム用ノートパソコン等の賃借（長継） 192,672

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 投開票速報システム用サーバ等の賃借（長期継続） 370,332

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞の購入（年間契約） 35,108

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用ｻｰﾊﾞ機器等の賃借（長期継続契約） 29,700

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 投開票速報システム用ノートPC（追加分）の賃借 45,360

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 近接地外出張旅費の支出(政治・選挙教養講座(八丈町)) 82,334

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 報償費 訴訟代理人（弁護士）費用の支出について 977,900

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 981

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る資金前渡 1,202

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その46) 169,425

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その42) 204,063

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その47) 186,744

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(納通その9) 115,209

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その14) 426,951

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 報償費 東京選挙フォーラム講師謝礼の支出 170,423

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 選挙の記録の印刷に伴う新聞記事利用料の支出 87,480

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 選挙の記録の印刷に伴う新聞記事利用料の支出 540

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その43) 58,734

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費(資金前渡・ATM) 16,893

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(資金前渡・ATM) 16,029

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(納通その9) 118,974

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票外部立会人報酬の支出(その3) 16,364

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票外部立会人報酬の支出(その4) 16,366

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票外部立会人報酬の支出(その2) 40,284

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票外部立会人報酬の支出(その3) 2,518

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その44) 192,768

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その48) 178,461

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その49) 208,581

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「選挙」等の合本 37,800

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 住民票異動等に関する周知チラシの配送委託 62,467

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 平成30、31年度明推委員及び話しあい指導員委嘱状印刷 144,072

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 委託料 事務局ファイルサーババックアップ設定変更委託 37,260

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 報償費 講師派遣の謝礼の支出（3月6日新宿区） 26,937

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 報償費 講師派遣の謝礼の支出（3月6日大田区） 26,937
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選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料の支出 12,350

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票外部立会人報酬の支出(口振その5) 2,518

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その45) 51,204

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その46) 87,348

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

委託料 平成29年10月22日衆院選に関する世論調査の実施委託 8,424,000

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 選挙費 委員会費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料の支出 83,759

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料の支出 32,799

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支出（２月分） 52,223

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 委託料 平成30年度東京都ポスコン作品募集用の版下作成委託 226,800

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 需用費 一般需用費 政治団体の手引の印刷 343,980

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費(平成29年2月分)の支出 20,425

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費(平成29年2月分)の支出 22,541

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費(平成29年2月分)の支出 7,533

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費(平成29年2月分)の支出 5,007

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 報償費 訴訟代理人（弁護士）費用の支出について 977,900

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 啓発資材（めいすい君着ぐるみ）のクリーニング 127,440

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

役務費 衆院選 不在者投票特別経費の支出(口振その47) 9,036

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その50) 76,806

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票外部立会人報酬の支出(その4) 2,518

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 郵券の購入について 274,000

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 選挙費
衆議院議員選挙及
国民審査費

需用費 一般需用費 衆院選における海上自衛隊輸送支援に係る費用の支出 206,004

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 選挙費 委員会費 旅費 特別旅費 管内旅費(平成29年3月支給分(電算外))の支出 9,185

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 旅費 普通旅費 管内旅費(平成29年3月支給分(電算外))の支出 1,524

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 旅費 特別旅費 管内旅費(平成29年3月支給分(電算外))の支出 2,916

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 都議 不在者投票特別経費の支出(口振その51) 34,638

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 無停電電源装置の買入れ 115,344

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 PDF編集ソフト外１点の買入れ 167,184

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 追録（公務員関係法規総覧ほか）の買入れ 78,759

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（任公部　一需　3月分） 37,980

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡(試験課　役務　3月分) 4,437

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 日刊新聞の購入（２月分） 55,673

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 裁断機の借入に係る経費の支出（２月分） 10,616

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ﾎﾞｯｸｽの借入れに係る経費の支出（２月分） 7,776

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 参考図書の購入（3月分） 74,588
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人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れに係る経費の支出（２月分） 8,640

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 給与勧告ｼｽﾃﾑ用機器の借入れに係る経費の支出(2月分) 19,332

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 音響機材の借入に係る経費の支出（２月分） 19,440

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 使用料及賃借料 ﾌﾟﾘﾝﾀの借入れ(長期継続契約)の継続(2月分) 50,220

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ記事検索ｻｰﾋﾞｽの利用に係る経費の支出(2月分) 13,257

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書業務及び事務用機器操作業務） 217,760

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 「平成30年度東京都職員Ⅰ類A採用試験案内」等の印刷 1,140,221

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 「平成30年度東京都職員Ⅰ類A採用試験案内」等の印刷 46,537

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 備品購入費 ノートパソコンの買入れ 248,400

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 備品購入費 液晶モニタ外3点の買入れ 318,600

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 液晶モニタ外3点の買入れ 18,360

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 液晶モニタ外3点の買入れ 205,200

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約１に係る経費の支出(3月分) 36,884

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 報償費 専門相談員報酬の支出 36,096

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 報償費 弁護士報酬（着手金）の支出 125,706

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 後納郵便料金の支払について(2月分) 21,169

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年3月確認分） 43,980

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年3月確認分） 46,683

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 人事院月報外９点の合本 100,440

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 通話録音装置の買入れ 108,000

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 委託料 H29管理職選考実施に伴う電算処理委託(複数単価契約) 2,284,813

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 H29管理職選考実施に伴う電算処理委託(複数単価契約) 97,416

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 委託料 H29主任選考実施に伴う電算処理委託(複数単価契約) 3,300,913

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 H29主任選考実施に伴う電算処理委託(複数単価契約) 333,180

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 報償費 H30採用試験等に係る試験委員への謝礼の支出 358,400

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 H30採用試験等に係る試験委員への謝礼の支出 11,232

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 労働者派遣(事務用機器操作業務及びﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)(２月分) 219,461

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 「民調用封筒」の作成 29,581

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 報償費 H30職員I類A採用試験に係る試験委員への謝礼の支出 1,232,000

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 H30職員I類A採用試験に係る試験委員への謝礼の支出 7,344

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 委託料 H29東京都職員採用試験等電算処理委託に係る支出 16,309,361

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 H29東京都職員採用試験等電算処理委託に係る支出 1,812,618

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 役務費 秘密文書の溶解処分委託（複数単価契約）（3月分） 43,200

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 委託料 秘密文書の溶解処分委託（複数単価契約）（3月分） 6,102
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人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 H30採用試験に関する情報の点字印刷 50,100

人事委員会事務局 任用公平部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（その4） 90,720

監査事務局 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入について 728,136

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物の借入れに要する経費の支出(平成30年2月分) 13,608

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 ﾌｧｸｼﾐﾘの再借入れに関する経費の支出(平成30年2月分) 4,104

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 AED及び収納ﾎﾞｯｸｽの借入れに関する経費の支出(2月分) 304

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 ｼｭﾚｯﾀﾞｰの借入れに関する経費の支出(平成30年2月分) 12,453

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 電子ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れに関する経費の支出(平成30年2月) 9,870

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 電子ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(長期継続契約)平成30年2月分 11,048

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 電子ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(その3)に関する経費の支出(2月) 3,780

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入について 61,382

監査事務局 総務課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入について 32,256

監査事務局 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 58,006

監査事務局 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 役務費 複数の少額支払案件に係る前渡金(役務費3月分)の支出 24,330

監査事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる有償判例情報検索ｻｰﾋﾞｽの利用(2月分) 9,720

監査事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年工事監査報告書ほか４件の印刷について 471,754

監査事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 複数の少額支払案件に係る前渡金(一般需用費3月分) 42,336

監査事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 監査委員費 委員費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ料金の支払いに係る経費の支出(2月分) 18,350

監査事務局 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約にかかる経費の支出(2月分) 35,851

監査事務局 総務課 平成30年03月15日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 役務費 労働者派遣(秘書業務)(単価契約)に要する経費(2月分) 229,947

監査事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費
負担金補助及交付
金

実務ｾﾐﾅｰ「人間重視のﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防止法」への派遣 43,200

監査事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 監査委員費 委員費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出(平成30年2月分)システム外 369

監査事務局 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 監査委員費 委員費 旅費 特別旅費 近接地内出張旅費の支出(平成30年2月分)システム外 2,676

監査事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出(平成29年11月～平成30年2月） 3,749

監査事務局 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出(平成29年11月～平成30年2月） 704,055

監査事務局 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 6,156

監査事務局 総務課 平成30年03月27日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの購入 38,094

監査事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入について 40,176

監査事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入について 34,048

監査事務局 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費
負担金補助及交付
金

公的資格取得支援の実施について 2,800

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(その２)(１月分) 148,029

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 自転車ｼﾐｭﾚｰﾀによる交通安全教室の運営委託10月29日分 5,940

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 渋滞解消普及啓発用ボールペンの購入 241,920

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 自転車安全利用普及啓発リーフレットの翻訳委託 15,949
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 特殊詐欺被害防止啓発用品の作成（その２） 169,560

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（H30.1月実績、紙処理） 154

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 青少年の性被害等の防止に係る普及啓発グッズの作成 189,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度青少年問題協議会構成員の費用弁償(2月分) 7,148

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払(1月分) 20,894

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 東京都若者総合相談センター用電話機等の賃借(1月分) 56,160

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 ネット・ケータイヘルプデスク運営委託費（１月分） 1,794,920

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 業務用パーソナルコンピュータの賃借（1月分） 24,192

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 東京都若者総合相談センター用什器等の賃借(1月分) 69,120

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 特別旅費 東京都青少年健全育成審議会費用弁償の支払（2月分） 8,836

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度自転車安全利用指導員業務委託(1月分) 5,296,320

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 親子安全点検事業に係る講師謝金（平山小学校） 11,900

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 親子で地域の安全点検事業に係る行事保険加入 1,560

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 親子で地域の安全点検事業に係る行事保険加入 130

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 歩行者シミュレータの賃借に係る経費の支出（1月分） 80,892

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 平成30年春の全国交通安全運動ﾘｰﾌﾚｯﾄの翻訳（英語） 13,074

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 万引き防止に向けた啓発用品の購入（その２） 211,507

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 飲酒運転根絶ステッカーの印刷 58,752

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年春の全国交通安全運動ﾎﾟｽﾀｰ及びﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷 577,324

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 ﾍﾙﾒｯﾄ着用率向上に向けたﾎﾟｽﾀｰ・ﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷（増刷） 190,620

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 特殊詐欺根絶イベントin調布・狛江の会場設営等委託 464,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（新宿区） 722,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 「人権尊重の社会」の印刷 856,980

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMSクライアントパソコンの修理 48,168

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 検証チーム第７回会合に係る委員謝礼金の支出 66,806

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月06日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 平成29年度「人権尊重の社会」原稿料の支出 59,801

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 諮問候補図書類打合せ会の支出（3月分） 2,604

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 不健全図書類等の指定等に係る周知はがき印刷(2月分) 64,690

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 5,622

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一需3月） 14,508

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務3月） 1,980

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 検証チーム第９回会合開催に伴う経費の支出 1,440

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 自転車シミュレータによる交通安全教室の運営委託11月 1,970,460

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 11,988
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度条例の運用に係る図書類の購入(3月分) 103,055

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度外国人の滞在適正化講習委託(2月分) 30,240

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月08日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 外国人労働者雇用マニュアルの印刷（平成29年度版） 319,680

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 27,356

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（一般需用費） 29,409

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費） 432

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 「第二回防犯ボランティアのつどい」講師謝礼 47,600

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 特別旅費 東京都子供・若者支援協議会委員の費用弁償（2月分） 3,228

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 ＡＥＤ及び収納ボックスの借入れ　２月分 8,208

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 平成３０年予特（総括質疑）に伴う経費の支出 52,800

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 第692回青少年健全育成審議会開催経費（3月分） 2,404

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（多摩市） 512,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 平成２９年度スポーツ指導者向け講習会に係る講師謝礼 89,790

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ひきこもり等支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業実施状況調査に係る謝礼 55,770

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 平成29年度スポーツ指導者向け講習会に係る講師謝礼 100,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 首都交通対策協議会安全部会の開催に伴う経費の支出 43,200

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 特別旅費 首都交通対策協議会安全部会の開催に伴う経費の支出 638

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度外国人の不法就労防止啓発講習委託(2月分) 76,982

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 特別旅費 東京都交通安全対策会議幹事会の開催に伴う経費の支出 330

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 ｻｲﾊﾞｰ犯罪被害防止等講習委託(平成30年2月分) 39,744

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 郵券の購入について（平成30年３月） 239,500

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入　２月分 10,476

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの賃借に係る経費（２月分） 4,320

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 自転車シミュレータ（普及啓発用機材）の借入2月分 106,380

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 東京都若者総合相談センターリーフレットの梱包・配送 245,808

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 東京都若者総合相談センターの運営委託(1月分) 4,310,673

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度「中学生の職場体験」報告書の印刷 841,428

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 歩行者シミュレータの賃借に係る経費の支出（2月分） 80,892

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度パーソナルコンピュータの賃借（2月分） 5,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 記念写真の撮影及び購入 215,460

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 子供見守り活動事例集の印刷用原稿制作委託 721,440

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（瑞穂町） 315,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 自転車シミュレータによる交通安全教室の運営委託12月 655,560

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 特殊詐欺被害防止実演委託の経費の支出（2月分） 289,656
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（青梅市） 230,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 歩行者ｼﾐｭﾚｰﾀ(普及啓発用機器)運用管理業務委託2月分 91,152

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣（秘書業務）２月分 256,896

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 児童ポルノ被害防止啓発リーフレットの印刷 297,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 青少年のインターネット利用に係る啓発用チラシの印刷 379,080

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 家庭で見守る子供のスマホ利用啓発リーフレットの印刷 716,040

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 拡声器及びＬＥＤ合図灯の購入 106,920

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 自転車安全利用指導員業務委託技術審査会報償費の支出 53,300

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 暴力団排除啓発用青少年向けリーフレットの印刷 498,960

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度防犯ポータルサイト管理運用委託（２月分） 167,572

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 不健全図書類の周知に係る後納郵便料金　2月分 272,013

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 協力員からの報告書等の提出に係る後納郵便料2月分 9,577

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動補助金の支出（江東区追加１） 699,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 自転車安全利用普及啓発リーフレットの印刷 3,878,172

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（立川市） 1,552,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（豊島区） 2,770,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 自転車シミュレータによる交通安全教室の運営委託1月 327,240

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 検証チーム第11回会合開催に伴う経費の支出 720

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 ネット・ケータイヘルプデスク運営委託費（２月分） 1,794,920

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 平成３０年予特（しめくくり総括質疑）に伴う経費支出 17,600

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 ひきこもり相談・団体等育成事業運営委託（２月分） 4,489,560

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 東京都若者総合相談センター用電話機等の賃借(2月分) 56,160

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 使用料及賃借料 東京都若者総合相談センター用什器等の賃借(2月分) 69,120

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 検証チーム第８回会合に係る委員謝礼金の支出 90,458

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 29年度第2回子若協議会連絡調整部会に係る謝金の支出 71,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（羽村市） 571,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 交通死亡事故多発緊急事態宣言用映像の制作委託 216,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 子供安全ボランティア腕章の作製 865,080

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 健全育成条例改正普及啓発用ﾎﾟｽﾀｰ及びﾁﾗｼの印刷(増刷) 207,360

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ運営技術審査委員会(第２回)委員謝礼金の支出 34,140

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ひきこもり相談運営技術審査委員会(第2回)委員謝礼金 111,414

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 子供見守り活動事例集の印刷 311,040

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 人権啓発資料の梱包・配送委託 115,894

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 交通安全教育ＤＶＤの購入 776,520
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 29 附属機関等の速記委託（単価契約）の支出（2月） 165,564

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 集合住宅防犯普及啓発チラシの印刷 97,200

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（八王子市） 664,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月26日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（調布市） 267,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ひきこもりサポートネットケース会議謝礼(西東京市) 16,701

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について(H29.2月、システム処理分) 156,158

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 光ケーブル回線使用料の支出（２月分） 6,912

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（青梅市） 83,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 女性被害防止広報啓発用リーフレットの印刷 410,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 外国人在留マニュアルの印刷(多言語版） 933,012

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 外国人労働者雇用マニュアル原版作成及び翻訳 405,673

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 外国人労働者雇用マニュアル原版作成及び翻訳 367,200

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 若者総合相談ｾﾝﾀｰに係る商標登録経費の支出 56,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度自転車安全利用指導員業務委託(2月分) 5,296,320

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（荒川区） 2,970,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 青少年の健全育成に係る普及啓発資料の配送経費支出 105,192

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 青少年健全育成条例のあらましの配送経費の支出 96,292

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ２９早期からのしつけの後押し「東京塾」２月分 56,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ２９早期からのしつけの後押し「出前講演会」２月分 16,073

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年03月30日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 ２９早期からのしつけの後押し（民間協定）２月分 18,858

オリパラ準備局 総務部 企画計理課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 プリンターの借入（長期継続契約）の支出（２月） 6,134

オリパラ準備局 総務部 企画計理課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 役務費 労働者派遣（企画調整補助業務）（単価契約）（2月分 202,178

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る支出(１月分) 204,072

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービス及びファクシミリに関する支出（１月分） 199,445

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡の支出(役務費)3月分 43,303

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出(一般需用費)3月分 49,315

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成30年東京都議会予算特別委員会の開催に伴う宿泊経 205,200

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ(長期継続契約)（２月分） 64,152

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ(長期継続契約)（２月分） 18,576

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(2月) 7,074

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(2月) 7,074

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 委託料 法律相談等支援業務委託(単価契約)に係る支出(2月分) 35,205

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(２月) 4,860

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（システム外3月例月分） 3,914
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オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（システム外3月例月分） 22,460

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（システム内３月例月分） 25,045

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービス及びファクシミリに関する支出（２月分） 119,278

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29駒沢公園総合運動場指定管理料の支払（第３四半期） 118,836,750

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年2月不適合除外分） 120,063

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年2月不適合除外分） 14,964

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度複写機・ファクシミリ複合機借入に係る支出 5,616

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバ等の借入れに係る支出 30,024

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度プリンターの借入れに係る支出 18,252

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 287,258

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

2017ウエイトリフティングに係る共催分担金の支出 10,000,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成２９年度３月分少額支払案件 116,589

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 平成２９年度３月分少額支払案件の支出 42,430

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度１月分タクシーチケットの支払い 21,697

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 東京都における公立スポーツ施設（H29年度版）の印刷 334,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 特別旅費 東京都スポーツ振興審議会（第26期第８回） 27,394

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 「産業交流展2017」メインステージ企画運営等委託 ２ 817,290

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 「産業交流展2017」スポーツ産業見本市設営運営等委託 7,992,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約(その2)(1月分) 149,424

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 両開き保管庫外５点の買入れ 217,188

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 東京都スポーツ振興審議会（第26期　第8回） 41,850

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 ３月分  公共料金支払 3,825

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約の支出（１月分） 64,203

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月23日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入（長期継続契約） 4,212

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29有明テニスの森公園指定管理料の支払（第３四半期） 47,096,918

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 RWC大型看板及びバナーフラッグデザイン作成委託 226,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 RWC2019大型看板設置業務委託 950,400

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 160,693

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度協賛くじ収益金の支出について（RWC2019） 373,352,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29調布庁舎等の施設管理業務等の支払（４月分） 1,920,986

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度３月分少額支払案件の支出（その２） 170,249

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度３月分少額支払案件の支出（その３） 30,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 ラジオ体操動画ダイジェスト版の編集・作成委託 270,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 事業推進課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

合同開会式準備に係る経費の支出 5,000,000
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オリパラ準備局 スポーツ推進部 事業推進課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

2017味スタ6耐の支出について 20,000,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 事業推進課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度スポーツ国際交流事業の東京都分担金の支出 1,000,000

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出(庶務事務システム分)(平成30年2月確認分) 414,633

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(経理・庶務等事務補助)に係る支出(1月分) 206,739

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る継続支払（大会施設部）1月分 94,340

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度プリンターの借入れ（長期継続契約）2月分 4,428

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度プリンターの借入れ（長期継続契約）2月分 3,780

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 ファイルサーバの借入れ(長期継続契約)(2月分) 49,680

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 裁断機(ｼｭﾚｯﾀﾞｰ)の借入れ(長期継続契約)2月分 15,768

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバ内蔵HDDの借入れ(2月分) 67,500

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(一般需用費)(3月分) 84,188

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出(役務費)(3月分) 36,342

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(経理・庶務等事務補助)に係る支出(2月分) 184,977

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(翻訳通訳業務等)に係る経費の支出(2月分) 390,744

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 複写サービス及びファクシミリに関する契約(2月分) 181,430

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 複写サービス及びファクシミリに関する契約(2月分) 58,282

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る継続支払（大会施設部）2月分 134,658

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 建築物確認申請手数料の支出について(ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ会場) 49,000

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出(庶務事務システム分)(平成30年3月確認分) 282,134

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 旅費の支出(庶務事務システム分)(平成30年3月確認分) 193,545

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 報償費 武蔵野の森総合ﾌﾟﾗｻﾞｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ選定委員会経費 8,500

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 産業廃棄物(少年用ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ外19点)の収集運搬・処分 131,760

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 産業廃棄物(少年用ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ外19点)の収集運搬・処分 124,200

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 選手村パース作成業務委託 297,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

東京武道館の電気供給設備工事にかかる工事負担金 70,510

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 工事請負費 東京武道館(29)機械設備改修工事 41,027,280

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 東京都障害者総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(28)仮設棟借入れ　２月分 3,672,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京武道館(29)弓道場シャッター改修工事監理業務 918,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年03月14日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 有明テニスの森公園仮設管理事務所ほか借入　２月分 1,693,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(1月分) 4,428

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(1月分) 3,780

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ｼｭﾚｯﾀﾞｰの借入れ(長期継続契約)(1月分) 21,708

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ等の借入れ(長期継続契約)(1月分) 47,088

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(長期継続契約)(1月分) 4,320
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オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 メディア向け施設見学ツアーに伴う車両の借入れ 167,616

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（１月分） 678,956

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（１月分） 3,154

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽ及びﾌｧｸｼﾐﾘに係る支出(1月分) 172,244

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽ及びﾌｧｸｼﾐﾘに係る支出(1月分) 143,769

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度東京都ﾀｸｼｰ供給契約に係る継続支払(1月分) 445,555

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(広聴業務等事務補助)(単価契約)（1月分） 204,352

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 職員の海外出張に伴う旅費の支出（大韓民国） 1,645,224

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 職員の海外出張に伴う旅費の支出（大韓民国） 150,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 職員の海外出張に伴う旅費の支出（大韓民国） 497,130

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 職員の海外出張に伴う旅費の支出（大韓民国） 1,284,660

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 平昌大会ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの職員海外出張旅費の支出 1,723,736

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平昌大会ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの職員海外出張旅費の支出 100,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 職員の管外出張の実施及び旅費の支出について(熊本県) 300,240

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(2月分) 4,428

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(2月分) 3,780

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ｼｭﾚｯﾀﾞｰの借入れ(長期継続契約)(2月分) 21,708

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ等の借入れ(長期継続契約)(2月分) 47,088

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(長期継続契約)(2月分) 4,320

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 中野倉庫運輸東京支店への定点観測ｶﾒﾗ設置(2月分) 21,600

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 「2020年に向けた東京都の取組」PR版(英語版)の印刷 405,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 「2020年に向けた東京都の取組」PR版(英語版)の印刷 54,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 「2020年に向けた東京都の取組」PR版(英語版)の印刷 54,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月12日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 29年度英文資料の翻訳（単価契約）に係る支出(2月分) 156,750

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月13日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 副知事及び局幹部の海外出張に伴う通訳委託 140,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 職員の海外出張に伴う車両及び現地案内人の手配 160,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 職員の海外出張に伴う車両及び現地案内人の手配 96,600

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(広報業務)(単価契約)に係る経費の支出 244,717

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（２月例月） 355,280

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（２月例月） 1,780

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月20日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 再開発事業南ﾎﾃﾙ棟への定点観測ｶﾒﾗ設置(3月分) 54,000

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 職員の海外出張に伴う車両及び現地案内人の手配 2,525,580

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 職員の海外出張に伴う車両及び現地案内人の手配 1,563,030

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出(一般需用費・3月分) 89,580
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オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（役務費・3月分） 67,826

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 旅費の追加支給について 1,100

オリパラ準備局 総合調整部 調整課 平成30年03月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ2016大会のﾚｶﾞｼｰ調査・分析等業務委託 6,004,800

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

報償費 ﾌﾗｯｸﾞﾂｱｰ企画運営委託委託先選定委員会に対する謝礼 12,626

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東日本大震災被災地復興支援映像の字幕編集等委託 486,000

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 全国シンポジウムの企画運営等業務委託 10,260,000

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 東京2020大会ﾗｲﾌﾞｻｲﾄ候補地視察に係る車両の借入れ 141,752

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月26日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 熊本地震被災地復興支援映像及びリーフレット制作委託 9,978,541

オリパラ準備局 総合調整部 連携推進課 平成30年03月27日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 「東京2020大会開催都市PR映像」の映像更新等業務委託 9,979,200

オリパラ準備局 総合調整部 計画運営課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣（事務作業補助）（単価契約）（1月分） 176,904

オリパラ準備局 総合調整部 計画運営課 平成30年03月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣（翻訳業務等）（単価契約）（1月分） 542,656

オリパラ準備局 総合調整部 計画運営課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京2020大会時等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ補助ﾂｰﾙｱﾌﾟﾘ調査検討委託 6,636,600

オリパラ準備局 総合調整部 計画運営課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

報償費 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ管理運営審査委員会等出席に対する謝礼 33,410

オリパラ準備局 総合調整部 計画運営課 平成30年03月23日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣（翻訳業務等）（単価契約）（2月分） 478,753

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 裁断機（シュレッダー）の借入れ（１月分） 17,204

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度東京都タクシー供給契約継続支払（１月分） 32,430

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月05日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバー等の借入れ(２月分) 44,280

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）（役務費） 49,850

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月06日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月分）（一需） 38,705

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度プリンターの借入れ（２月分） 6,210

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月14日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 裁断機（シュレッダー）の借入れ（２月分） 17,204

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 役務費 労働者派遣（事務補助業務等）（単価契約）（２月分） 205,642

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

東京2020ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ3年前ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｲﾍﾞﾝﾄの負担金の支出 24,997,450

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月19日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽ及びﾌｧｸｼﾐﾘに係る支出（２月分） 72,181

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月27日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 報償費 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ気運醸成事業委託先選定委員会委員謝金支払 10,180

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（３月例月分） 155,663

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年03月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（３月例月分） 6,353

オリパラ準備局 パラリンピック部 障害者スポーツ課 平成30年03月15日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

29東京都障害者スポーツ協会に対する補助金（第４回） 12,634,562

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 574,089

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 87,318

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 150,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 5,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 34,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 10,000
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警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 54,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 8,056

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 7,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 4,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 10,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 25,462

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 6,012,662

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 特別職非常勤職員に要する経費 14,620

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 7,768,330

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 40,406

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 53,416

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 11,900

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 988,200

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 238,032

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 142,214

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 56,160

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 公安委員会費 役務費 公安委員会の運営に要する経費 248,400

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 3,402

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 5,508

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 21,168

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 25,920

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 公安委員会費 使用料及賃借料 公安委員会の運営に要する経費 38,016

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 871,224

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,430,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 36,097

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 115,000

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,592

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,380

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 6,800

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 公安委員会費 委託料 公安委員会の運営に要する経費 725,760

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 24,300

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 889,478

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 2,953,368

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 6,012,662
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警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 262,427

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,130

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 984

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 50,241

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,161

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 237

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 195

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 535

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,903

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 6,528

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,780

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,664,928

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 52,400

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 64,202

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,616

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,616

警視庁 総務部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,616

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 864,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,011,599

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 4,060,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,934,867

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 36,432

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 336,216

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 488,268

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 559,965

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 416,640

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 685,896

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 17,172

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 403,218

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 225,288

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 223,992

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 430,704

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 270,457

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 471,312
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警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 163,080

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 347,760

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 422,128

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 340,200

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 72,900

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 166,644

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 857,952

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 365,331

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 752,220

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 279,720

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 77,083

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 60,568

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 87,264

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 179,664

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 812

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 293,760

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 189,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 637,200

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 842,184

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 148,478

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,596

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 140,400

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 88,884

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 663,228

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 249,372

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 106,920

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,639,600

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 693,360

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 164,165

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 23,922

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 43,200

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,933,878

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 32,605,275

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,646,928
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警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 78,787,075

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,051,380

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 143,583,840

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 35,916,696

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 10,206,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,247,264

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 44,677,893

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 169,584

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 16,317,892

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,168,560

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 56,062,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,963,436

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 25,257,960

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,602,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,405,799

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,494,340

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,518,079

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 6,997,438

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,807,540

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,684,558

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 14,472,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 874,152

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 28,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 17,050

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 10,838,448

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

警察情報管理システムの運営に要する経費 155,520

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

警察情報管理システムの運営に要する経費 457,920

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 588,384

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

警察情報管理システムの運営に要する経費 162,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 組織犯罪対策に要する経費 480,168

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 30,780

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,106,784

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 345,600

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,607,310

1052 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 4,060,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 618,192

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 組織犯罪対策に要する経費 480,168

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 495,899

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,341,440

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,979,999

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,296

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,621,620

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,973,789

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,324,323

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,408,679

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 392,256

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 986,040

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,648

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 864,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 27,000,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 4,922,189

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,369,600

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,072,069

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 19,228,995

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 1,834,380

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 20,436,273

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 167,262

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,872

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 87,475

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 968

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,480

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,191

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,420

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 14,735

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,848

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 21,490

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 99,016

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,464
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警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 856,124

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,119,200

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 53,890,174

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 12,938,400

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 15,314,400

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 14,850,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 107,547,264

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 75,594,740

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 8,417,628

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 181,656

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 警察情報管理システムの運営に要する経費 42,112

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,011,599

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 64,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 事業費職員手当共通事業に要する経費 7,526,563

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 1,890,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,616

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 5,184

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 119,880

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 753,732

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 414,180

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 4,725

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 14,700

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 19,494

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 152,496

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 107,978

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 124,236

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 615,492

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 54,000

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 214,272

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 広報活動に要する経費 102,300

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 35,561

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 48,311

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 49,394

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 137,754
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警視庁 総務部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 134,600

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 1,092,528

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 168,480

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 497

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 1,738

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 8,272

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 17,540

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 140,421

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 234,040

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 95,850

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 広報活動に要する経費 30,240

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 896,400

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 84,240

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 388,800

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 50,400

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 広報活動に要する経費 292,032

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 30,741

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 54,000

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 81,648

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 広報活動に要する経費 2,013,120

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 4,924,800

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 24,840

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 108

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 778,680

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 1,532,196

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 177,120

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 1,380,240

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 189,826

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,485

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,089

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,640

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,721

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,656

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,064
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警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 928

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 578

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 330

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 107,363

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,419

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 432

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 990

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 443

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,335

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,474

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 133

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 457

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 615,492

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 214,272

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 279,396

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 108,000

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 20,433

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 広報活動に要する経費 100,208

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 広報活動に要する経費 25,052

警視庁 総務部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 広報活動に要する経費 30,741

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 428,040

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 481,467

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 669,600

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 197,154

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 1,543

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 5,000

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 15,314

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,254,670

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 旅費に要する経費 540

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 8,640

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 111,456

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 51,624

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 29,268

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 30,564
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警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 405,540

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 691,135

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,800

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 15,334

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 64,152

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 1,425,600

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,703,485

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 3,099,956

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,013,199

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 24,585

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 57,240

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 855,706

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,224,642

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 367,911

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,273,940

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 71,947

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 829,440

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 609,336

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,128,023

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 259,693

警視庁 総務部 会計課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 169,240

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,197,396

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 備品購入費 施設の整備に要する経費 618,192

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 206,760

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 10,422,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 65,988

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 642,600

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 547,061

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 79,509

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 146,768

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 6,077,637

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 138,018

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,198

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 367,891
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,248,588

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 17,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 728,546

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 710,532

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 44,496

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,402,596

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,521,612

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 54,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 47,628

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 4,791,168

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 6,292,824

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 99,603

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 41,188

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 426,404

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 204

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 224,640

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 189,831

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 597,643

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 307,751

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 267,157

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 376,627

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 425,489

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 364,587

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 11,126

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 522,830

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 17,294

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 48,632

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 508,140

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 137,641

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 217,590

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 6,410

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 40,807

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 273
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 144,821

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 820,800

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 529,200

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 410,001

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 393,104

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 156,396

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 377,837

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 522,002

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 13,495

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 770,756

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 721,116

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,142,049

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 93,368

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 14,280,598

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 276,480

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 54,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 207,813

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 18,100

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 12,220

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 167,400

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 173,264

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,099,407

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 9,391,326

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 13,243,124

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 7,547,776

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,489

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 5,724

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 38,880

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 79,488

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 632,206

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 280,800

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 37,881

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 103,906

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 6,740
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 51,948

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 166,138

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,373,963

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,075,760

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 428,760

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 745

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 599,400

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 67,068

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 792,828

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 14,744,962

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 98,672

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 12,551,652

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 11,584,464

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 180,842

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 273,525

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 4,860

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 77,760

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 711,720

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 42,120

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 17,280

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 299,700

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 108,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 122,299

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,985

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 75,965

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 362,520

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 1,796,688

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 36,675

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 35,444

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 242,394

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,576

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 156,061

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 363,126

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 419,649
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 384,767

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 366,796

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 11,219

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 535,003

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 534,127

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 18,356

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 11,846

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 864,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,108,293

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 270,000

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 950,400

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 227,253

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 107,713

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 82,620

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 11,124

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 390,474

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 588,168

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 216,302

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 123,120

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 157,140

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 87,065

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 225,001

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,574

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 7,048,367

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 683,640

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 337,392

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,456

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 740,508

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,456,250

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 54,993

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 23,945,336

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,404

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 3,026,241

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 6,106,536
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 26,835,900

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 191,700

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 92,772

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 103,291

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 134,688

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 9,051

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 642,602

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 6,801,984

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 979,776

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 109,320

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 107,784

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 47,628

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 269

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 151

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 109,828

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 227,599

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 30,396

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,028

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 38,195

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 34,117

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 58,757

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 1,138,107

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 7,062,613

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 440,640

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 4,438,800

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 411,804

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 408,240

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 91,800

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 679,071

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 602,208

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 1,237,680

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 56,160

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 2,631,960

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 58,212
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警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 200,545

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 904,176

警視庁 総務部 用度課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,772

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,591,944

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 424,018

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 57,693

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 84,672

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 324,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 294,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 152,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 473,040

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 448,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,084,048

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 111,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 198,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 9,208,080

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 297,075

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 248,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 1,457,568

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,592,136

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 964,224

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 325,242

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 2,021,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 6,978,312

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 800,625

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 834,624

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 78,960

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 589,140

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 888,300

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 984,960

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 888,300

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 861,300

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 581,472

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 259,308
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 216,972

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 377,376

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,823,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,028,156

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,163,428

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 24,948,917

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 4,792,986

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 711,754

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 200,880

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 2,257,102

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 125,323

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 144,180

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 290,897

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 3,844

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,195,534

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 16,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,343,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 902,880

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 585,360

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 280,800

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 167,184

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 346,032

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 289,440

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 393,660

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 419,040

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 345,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 1,458

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 28,452

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 49,140

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 316,936

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 1,728

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 1,474,590

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 6,950

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 2,116,300
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 13,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 289,590

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 132,192

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 187,920

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 43,848

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 243,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 380,160

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 300,240

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 664,956

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 38,340

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 833,004

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 626,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 270,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 9,936

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 450,360

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 565,855

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,053,570

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,011,204

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,180,764

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,092,960

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,623,024

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 3,447,360

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 3,453,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 4,319,568

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 422,771

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 296,460

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,174,500

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,230,876

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 165,240

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,345,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 876,668

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 261,419

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,312,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 304,560
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 725,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 855,360

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,312,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 239,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 308,880

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 536,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 55,324

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,238

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,090

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,780

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,417,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,867,050

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 88,560

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 13,983,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 161,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 22,382

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,763

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,184

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 29,268

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 113,290

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 180,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 65,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 17,440

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 488,592

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 27,000,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

使用料及賃借料 水素利活用促進事業に要する経費 194,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 6,114,960

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 149,547

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 622,080

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 244,800

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 5,392,800

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 2,478,819

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,060,560

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 2,054,570
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 10,530,378

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,980,450

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,231,923

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 6,858,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,397,487

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 2,028,672

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,954,800

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 4,446,252

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,775,196

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 5,417,064

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 425,304

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 425,304

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,128,960

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,515,780

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 3,165,048

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,980,720

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 3,017,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 411,033

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 14,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 581,364

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 59,940

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 486,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 799,848

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 777,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 253,260

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 563,220

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,020,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,358,640

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,501

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 38,880

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,124

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 33,532

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 29,030

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 48,179
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 公課費 警察装備器材の管理に要する経費 2,500

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 788,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 194,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 10,800,388

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 20,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 17,928

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,452

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 81,535

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 150,233

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 41,037

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 844,711

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,002,882

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,674,374

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 629,112

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 308,901

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 2,187,648

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 7,950,744

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 740,703

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 10,858

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 1,926,828

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 18,878,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 5,255,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 1,271,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 159,932

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 789,264

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 795,484

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 891,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,030,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 2,022,375

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 270,918

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 19,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 232,540

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 148,370

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,585
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 31,278

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 26,159

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 39,292

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,523

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 144,079,110

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 342,036

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 10,260

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 9,936

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 533,239

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 340,653

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 669,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 255,420

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 473,472

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 423,178

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 29,968,660

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 21,850,560

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,985,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,832,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 673,920

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 586,440

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,448,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 8,500

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 354,174

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,929,132

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 98,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 41,164

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 38,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 12,370

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 76,670

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 132,840

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費
負担金補助及交付
金

警察装備器材の管理に要する経費 916,910

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,097,900

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 3,829,120

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 261,939
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 77,100

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,913,175

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,584,203

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 12,881,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 25,628,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 44,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 131,626

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,499

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 442,711

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 30,762,235

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,830,140

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 39,718,913

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 49,788

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 263,365

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 931,763

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 19,342,010

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,192,633

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,660

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

通信施設の管理に要する経費 16,750

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 18,183,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 907,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 667,116

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 221,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 785,538

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 775,170

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 299,970

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 5,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 170,640

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,694,304

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 130,236

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 3,598,182

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 20,188,132

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,517,886

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 3,145,770
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 196,128

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 22,482,576

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 298,080

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 777,816

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 399,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 224,640

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 819,720

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 108,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 297,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,846

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,515

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,311

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,135

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,517

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,589

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 88,426

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,291

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,110

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,539,432

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 136,080

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 14,068,944

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 805,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 95,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 276,285

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 125,535

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 10,068,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 12,300,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 17,526,540

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 841,752

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 83,786

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 211,896

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 679,104

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 175,770

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 75,600
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 83,613

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 464,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 299,808

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 311,040

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 291,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 6,480

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,436,598

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 16,848

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,140,048

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 631,152

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 37,800

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 3,993,309

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 671,868

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 651,688

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 418,311

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,181,952

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 210,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 10,697,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 676,080

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 警察装備器材の管理に要する経費 216,594

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 74,555

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 116,548

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 99,684

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,311,012

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 359,100

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 24,408

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,320

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 17,712

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

通信施設の管理に要する経費 38,880

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 864

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 19,440

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 46,656

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 88,560

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 31,614
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警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 29,304

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,321,920

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 270,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 73,910

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,760,936

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 48,638

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 758,160

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 29,268

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

通信施設の管理に要する経費 77,760

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,728

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

通信施設の管理に要する経費 116,640

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,592

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

通信施設の管理に要する経費 1,438,560

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 31,968

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,452

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 10,044

警視庁 総務部 装備課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 251,640

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,554,120

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,416,204

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,072,470

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,400,328

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,350,756

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 745,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,231,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,857,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 637,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 842,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 589,680

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 800,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 11,685

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 473,835

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 77,254

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 31,173

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 48,500,000
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 51,956,440

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 10,070,920

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 2,484,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 702,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 680,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 1,058,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,149,768

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,566,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 734,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 529,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,209,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 356,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 140,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 691,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 928,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 150,174

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 207,252

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 669,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 10,614,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 75,348,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,041

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,770

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 166,932

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,334,144

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 117,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 195,156

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 19,271,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 62,046

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 430,380

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 41,796

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 83,916

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 140,076

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 124,740

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,703,700
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,894,320

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,844,566

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 196,560

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 250,020

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 44,064

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 107,143,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 8,861,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 540,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 993,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,587,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 453,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 966,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 69,660

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 355,536

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 982,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 108,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 102,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 108,324

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 25,164

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 47,985,560

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,930,589

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,513,358

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 2,465,131

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 12,000,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 49,032

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 12,108,520

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 13,315,268

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 9,616,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 需用費 一般需用費 施設の改修に要する経費 183,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,080,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 648,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 745,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 295,704

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 280,800
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 172,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 68,040

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 502,956,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 43,519,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費
負担金補助及交付
金

施設の整備に要する経費 38,091,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 9,300,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 9,700,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 10,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 68,758,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 2,969,240

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 176,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 1,152,403

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 32,100,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 589,722

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 231,411,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 107,100,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 54,303,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 17,651

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 277,331

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 6,360

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 2,862,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 60,760

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 1,049,864

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 22,486

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 2,417,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,659,599

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 8,877,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 需用費 一般需用費 施設の改修に要する経費 13,574,520

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 28,500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 229,500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,058,740

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 939,977

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 30,669

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 52,596
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 20,442

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 50,971

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 115,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 5,012,747

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 78,009

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 72,828

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 178,720

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 6,727,084

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 79,772

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 700,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 175,941,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,784,240

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 93,960

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 15,661,871

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 1,144,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 2,961,431

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 159,840

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 486,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 778,680

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 972,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 2,322,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 518,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 187,920

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 1,490,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,382,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 255,960

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 226,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 149,040

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 777,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 95,040

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 961,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 269,460

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 864,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費
負担金補助及交付
金

施設の整備に要する経費 1,150,000,000
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,944,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 90,182

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 45,690

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,308,190

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 86,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 997,920

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 864,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,944,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,134,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 864,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 972,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 486,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 830,520

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 864,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 803,952

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 972,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 297,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 216,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 246,240

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 156,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 235,440

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,170,250

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 106,626

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 13,395

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 186,884

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 171,756

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 666,619

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 86,467

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 64,985

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 99,010

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 177,904,920

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 30,580,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 68,357

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 388,800
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 615,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 104,942

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 282,857

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 675,443

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 51,428

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 248,584

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 148,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 108,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 8,548

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,400,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 34,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 12,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 24,959,037

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 73,100

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 6,332,084

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,071,468

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 257,688

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 324,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 1,490,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 役務費 施設の改修に要する経費 77,220

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 53,460

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 949,559

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 952,761

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,689,796

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 754,429

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 49,620

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 845,197

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 139,978

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 38,309

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 47,992

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 17,820

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 4,493

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 124,570

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 13,287
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 13,366

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 111,323

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,415,894

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 庁舎施設管理に要する経費 109,611

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 48,599

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 34,666

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 29,463

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,500,151

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 8,700,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 8,500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,293,743

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,722,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,914,840

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,884,816

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,792,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,686,960

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,397,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,524,636

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 901,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,014,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 318,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 96,660

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 302,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 442,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 3,514,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 550,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 324,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 268,183

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 115,560

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 75,411

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,064

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,804

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,323,792
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 庁舎施設管理に要する経費 40,563

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 76,715,024

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,589,972

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 273,760,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 73,504

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 12,300,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費
負担金補助及交付
金

施設の整備に要する経費 21,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 4,320,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 88,500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 8,434

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 8,856

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 28,475

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 36,332

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 305,306

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 21,326

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 56,507

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 3,926

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 19,519

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,649,050

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 7,014,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 5,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 19,600,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費
負担金補助及交付
金

施設の整備に要する経費 5,965,900

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,274,184

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 978,480

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,353,240

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,179,360

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,005,681

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 93,960

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 988,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,351,944

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,422,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 346,896

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 7,560,000
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,503,440

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,263,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 23,878

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 12,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,579,710

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,315,440

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,900,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 6,372,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 1,303,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 需用費 一般需用費 施設の改修に要する経費 10,520,280

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 254,000,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 旅費 普通旅費 施設の整備に要する経費 441,790

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,650

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,970

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 1,632

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 163,815

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 179

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,701,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,134,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 832,680

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 124,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 62,640

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,918,936

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,382,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 366,876

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 1,987,480

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 2,340,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 5,230,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 64,300,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 5,572,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 83,100,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 3,800,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 4,240,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 需用費 一般需用費 施設の改修に要する経費 993,600
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警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 386,640

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 777,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 993,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 408,780

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 993,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 3,924,720

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 339,228

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 24,300

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 116,424

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 原材料費 施設の管理に要する経費 922,968

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 798,120

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 5,955,557

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,851,712

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 482,760

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 68,040

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 280,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 1,565,058

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,410

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 165,553

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 18,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 104,900,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 818,284

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 160,996

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 32,508

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 329,100

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 10,000,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 166,518

警視庁 総務部 施設課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 23,868

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,722,758

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,758,932

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,452,810

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 3,841,484
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警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,807,178

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,857,094

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 3,948,220

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 2,947,563

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 3,722,673

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 30,420

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 9,870

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 9,550

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 325,931

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 866,688

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 555,794

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 86,400

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 41,040

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 341,550

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 9,100

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 711,977

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 411,880

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 504,470

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 95,930

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 873,170

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 882,135

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 376,160

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 575,871

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 234,930

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 240,470

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 700,917

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 416,505

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,157,525

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 7,673

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 90,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 128,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,410

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 2,476,806

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 961,134
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警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 425,133

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 212,570

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 159,458

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 2,882,865

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 142,158

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 434,290

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 786,380

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 890,740

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 333,300

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 80,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 378,906

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 524,255

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 249,450

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,087,969

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 371,920

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 457,878

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 427,739

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 392,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 457,130

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 861,742

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 199,986

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 22,209,400

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 6,052,266

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,820,874

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,781,714

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,228,602

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,948,086

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 6,129,826

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 3,195,880

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,111,884

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 2,219,641

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 409,960

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 621,875

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 439,454

1085 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 435,049

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 216,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,147,681

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 570,329

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 346,060

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 270,040

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 423,607

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,369,258

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,554,036

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 26,680

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 771

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,178,668

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 991,812

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 732,766

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 438,719

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 312,806

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 455,765

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 5,000

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 222,058

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,859

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,862,828

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 385,268

警視庁 総務部 取調監督室 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 4,263

警視庁 総務部 取調監督室 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 79,837

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 150,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 123,056

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 500,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 100,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 23,166

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般職非常勤職員に要する経費 66,661
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警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 66,614

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 特別職非常勤職員に要する経費 6,668

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,200

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 102,232

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 753,840

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 51,516

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 58,968

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 161,892

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 61,560

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 260

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,694

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 44,000

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 42,590

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,986

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,140

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 39,478

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 115,433

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,751

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,732

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 855

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,198

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 62,927

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,805

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 134,394

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,767

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,887

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 57,259

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,504

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,950

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 77,843

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,489

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 14,113

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 7,988

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 330
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警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 9,362

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 301,821

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 1,709

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 35,684

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 322,997

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 307,512

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 123,056

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 2,334,033

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 150,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 247,200

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 50,400

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 141,091

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 42,660

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 21,708

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 25,380

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 45,684

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 23,004

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 7,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 129,820

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員の採用及び任用試験に要する経費 3,696,600

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 77,501

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 93,678

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 5,900

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 64,066

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 210,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 280,800

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員の採用及び任用試験に要する経費 32,800

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 1,247,400

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 27,615

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 26,136

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 68,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 5,372

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 1,006,360

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 6,026
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警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 2,263,680

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の採用及び任用試験に要する経費 327,240

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 378,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 648,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 248,400

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 103,005

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 80,915

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 128,502

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 30,896

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 27,212

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 15,750

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,768

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 83,795

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 54,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 252,720

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 61,714

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 3,987,122

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 602,640

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員の採用及び任用試験に要する経費 6,906,015

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の採用及び任用試験に要する経費 51,381

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 10,152

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 4,820

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 48,600

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 82,145

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 244,060

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 1,979,400

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 11,794

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 80,460

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 訴訟及び賠償に要する経費 15,150

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 訴訟及び賠償に要する経費 22,680

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 訴訟及び賠償に要する経費 159,192

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 訴訟及び賠償に要する経費 10,584

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 4,071

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 訴訟及び賠償に要する経費 1,923,306
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警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 訴訟及び賠償に要する経費 3,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 訴訟及び賠償に要する経費 70,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 25,500

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 173,084

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 70,212

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 114,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 56,240

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 432,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 66,671

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 137,419

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 積立金 訴訟及び賠償に要する経費 2,000,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 訴訟及び賠償に要する経費 777

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 34,000

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 11,458

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 286,797

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 65,664

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 積立金 訴訟及び賠償に要する経費 106,082

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 106,082

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 166,687

警視庁 警務部 訟務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 訴訟及び賠償に要する経費 10,800

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 79,704

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般職非常勤職員に要する経費 48,924

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,100

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 864

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 41,000

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 10,300

警視庁 警務部 給与課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 10,300

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 使用料及賃借料 職員の福利厚生に要する経費 5,184

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 13,500

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 34,000

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 職員の福利厚生に要する経費 41,040

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 349,920

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 報償費 職員の福利厚生に要する経費 140,073

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 使用料及賃借料 職員の福利厚生に要する経費 422,604
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警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費
負担金補助及交付
金

共済事務費に要する経費 93,521,000

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 39,150

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 84,237

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 職員の福利厚生に要する経費 1,403

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 2,156

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 54,385

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 5,656

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 5,393

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 790

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 570,632

警視庁 警務部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 505,886

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 75,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 49,680

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 432

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 25,651

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 216

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 7,824

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 216

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の教養に要する経費 642,330

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 通訳センタ－の運営に要する経費 7,080

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 397,742

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 211,680

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 94,698

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 15,300

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 190,944

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員の教養に要する経費 18,048

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 48,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 80

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 80,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 432

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 10,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 80

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 191,979

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 6,065,582
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警視庁 警務部 教養課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員の教養に要する経費 172,741

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 6,057,451

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の教養に要する経費 1,033,819

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 180,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 5,763,709

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の教養に要する経費 4,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 使用料及賃借料 職員の教養に要する経費 66,960

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 通訳センタ－の運営に要する経費 2,322,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 5,513,912

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 155,883

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 1,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 9,839,988

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 3,999,348

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 239,760

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 備品購入費 職員の教養に要する経費 574,560

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 375,516

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 156,718

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 496,800

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 2,407,320

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 429,300

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 6,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 44,280

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 116,782

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 39,209

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 16,088

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 17,814

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,576

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 245,543

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 32,814

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,980

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,235

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 698

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 780

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 638
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警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 330

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,209

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,914

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,437

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 616

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 898

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 9,855

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,956

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 168,551

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 175,268

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 250,987

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 29,720

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 90,610

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 50,570

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 29,764

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 21,979

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 130,627

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 52,036

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 71,856

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 54,910

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 238,973

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 110,144

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 31,146

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 30,060

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 39,222

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 33,944

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 28,858

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 64,248

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,538

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 12,658

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 532

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 184,360

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 8,474

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 19,149
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警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 37,603

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 25,248

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 311,425

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 194,041

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 154,779

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 225,660

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 38,679

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 10,449

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,320

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 6,590

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 備品購入費 職員の教養に要する経費 1,202,040

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 1,077,548

警視庁 警務部 教養課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 34,709

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 92,016

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 213,192

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 533,520

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 615,600

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 4,572,309

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 1,083,024

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 1,080

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 174,960

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 264,600

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 5,267,592

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 295,066

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 役務費 職員の健康管理に要する経費 9,496

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 101,499

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 23,221

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 500

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,185

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 49,890

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 720

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 59,829

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 役務費 職員の健康管理に要する経費 20,204

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 19,310
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警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 6,090

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 5,565

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 31,644

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 16,524

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 446,040

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 39,744

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 7,236

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 36,720

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 31,158

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 9,255

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 118,800

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 417,528

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 116,478

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 240,300

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 7,160

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 7,992

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 使用料及賃借料 職員の健康管理に要する経費 25,164

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 186,624

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 907

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 109,620

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 186,300

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 139,536

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 29,376

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 1,303,527

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 20,520

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 102,600

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 699,300

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 254,880

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 1,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 46,188,929

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 38,340,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 17,462,399

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 19,561,479

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 18,584,999
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 32,842,622

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,826,703

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 36,985,012

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,025,730

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,058,918

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,799,615

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 7,786,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,076,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,346,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 19,980,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 39,906,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 54,864,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,672,502

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,212,018

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,480,953

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 41,521,647

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,537,097

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,758,983

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,700,613

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,043,266

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 6,541,441

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,668,968

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 10,684,898

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,050,094

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 12,873,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 53,892

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 1,594,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 318,276

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 229,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 170,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 175,450

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 130,950

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 189,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 167,700
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 146,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 192,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 217,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 368,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 59,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 166,350

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 467,350

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 208,550

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 117,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 351,150

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 471,420

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 3,326,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 6,829,704

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 3,100,032

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,766,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,044,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 1,500,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費
負担金補助及交付
金

交通警察活動に要する経費 927,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,870,024

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,676,810

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 986,086

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 6,459,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,695,550

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 6,517,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,359,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 6,209,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,003,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 3,903,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,536,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,729,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 1,990,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 2,124,576

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 1,117,584

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 93,700
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 259,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 65,772

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 58,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 18,630

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 67,032

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 86,940

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 615,060

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 32,076

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 507,924

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 113,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 253,210

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 10,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 4,590

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 323,460

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 53,345,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 10,299,312

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 115,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,306,796

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 19,872

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 550,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 1,072,359

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 257,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 54,421

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 61,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 101,304

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 275,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 12,960,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 61,344

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 5,076

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 17,928

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 62,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 30,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 508,140
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,198,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 612,420

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 196,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 349,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 31,418,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 2,451,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 623,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 352,620

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 19,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

使用料及賃借料 交通安全施設の整備に要する経費 33,706

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 394,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

使用料及賃借料 交通安全施設の整備に要する経費 7,452

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 55,647,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 82,620

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 29,052,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 373,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 97,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 86,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 94,672

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 31,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 324,864

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 441,072

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 424,288

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 249,588

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 27,972

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 19,008

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 389,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 8,337

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 15,562

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 28,188

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 22,575

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 85,212

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 66,312

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 86
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 45,888

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 33,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 31,662

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 6,329

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 20,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 2,977

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 12,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 77,190

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 48,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 3,878

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 27,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 370,764

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 232,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 49,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 3,170

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の整備に要する経費 10,990

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 229,077

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 130,068

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 89,503

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 107,406

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 49,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 55,948

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 18,620

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 83,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 24,394

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 47,938

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 32,292

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 6,537

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 1,019

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 221,745

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 444,960

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 102,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 391,650
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 313,950

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 212,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 39,960

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,023

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 33,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 477,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 82,620

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 307,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 129,816

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 986

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 493

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 32,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 432

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の管理に要する経費 3,709

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の管理に要する経費 20,467

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 41,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 19,332

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 1,386,531

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 4,641,534

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 480,552

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 287,820

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 42,120

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 304,668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 292,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 77,652

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 394,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 918,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 229,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 94,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 140,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 36,504

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 26,136

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 108,540
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の整備に要する経費 225,158

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 49,636

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 140,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 34,650

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 432

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 11,232

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 841,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 15,552

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,808,279

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 6,190,379

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 105,354

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 17,928

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 29,754

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 755,568

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 475,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 367,740

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 292,950

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 255,885

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 482,370

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 246,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 35,532

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 14,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 200,772

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 519,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 81,324

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 176,904

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 51,072

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 269,892

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 333,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 244,944

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 914,760

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 14,216

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 196,665
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 47,196

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 798,984

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 366,282

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 703,501

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 875,183

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 813,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 885,902

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 425,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 439,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 482,328

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 70,173

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 287,020

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 227,869

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 133,790

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 19,116

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 47,401

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 99,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 82,760

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 3,280

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 6,260

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 130,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 12,562

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 17,059

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 8,432

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 25,210

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 12,238

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 16,982

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 8,778

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 7,374

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,411,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 28,557,144

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 3,970,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 11,271,960

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 38,858,400
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 3,240,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 2,122,178

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,330,290

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 886,356

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 25,830

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 18,576

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 146,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 93,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 60,480

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 46,656

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 82,620

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 50,544

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 1,932,336

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 482,328

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 540,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 1,356,264

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 7,728

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 23,065

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 22,707

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 42,587

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 33,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 29,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 117,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 553,089

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 15,163,809

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 7,302

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 3,290,071

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 3,186,435

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 221,745

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 17,280

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 101,690,343

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 21,699,539

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 366,671
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 193,939

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 416,404

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 496,476

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 1,267,056

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

過誤納還付金に要する経費 25,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 40,232,919

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 90,142,891

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 982,042

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,023,857

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,072,185

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,479,890

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,675,668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,051,469

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,137,699

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 6,537,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,033,236

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 2,212,941

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,402,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 2,637,285

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 19,738,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 763,455

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,299,132

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 54,162

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 9,558

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 102,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 1,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 7,196,008

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 555,303

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 21,535

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 5,715,310

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 8,147,792

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 706,795

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 2,899,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 175,908
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 1,701,048

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 41,139,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 9,903,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 5,287,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 備品購入費 交通警察活動に要する経費 518,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 884,952

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 12,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 213,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 211,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 8,316

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 224,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 577,950

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 125,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 477,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 1,303,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 2,974,536

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 865,301

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 189,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 13,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,152,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,392,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,555,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,558,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 14,411,587

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,110,922

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,456,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,313,592

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,513,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,135,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,515,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,006,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,346,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,542,719

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,268,400
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,953,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,493,660

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 1,296

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 1,744,757

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,057,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 287,490

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 8,837,494

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 494,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 561,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 1,130,824

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 18,093,176

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の整備に要する経費 109,296

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 830,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 139,536

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 備品購入費 交通警察活動に要する経費 588,060

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 417,960

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 423,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 365,472

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 530,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 10,729

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 22,826

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 21,694

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 7,433

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 39,933

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,603,621

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 37,286

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 20,955

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,086,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,867,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 62,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 44,585

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 63,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 493

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 986
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 9,578,874

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 64,662,919

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 139,952,579

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 931,392

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 859,511

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 184,896

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 76,612

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,147,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 15,174,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,790,305

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,896,337

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,001,715

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,367,485

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,282,760

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,868,496

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,506,049

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 6,002,765

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 6,992,190

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 963,792

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 696,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,756,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,960,591

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,997,119

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,967,549

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,610,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 7,344

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 30,042,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 477,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 642,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 429,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 77,429

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 5,519

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 23,092

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 13,535
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 16,433

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 21,219

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 25,616

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 23,979

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 23,930

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 32,899

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 54,302

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 6,912

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 13,847,479

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 131,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 154,098

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 1,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 2,145,420

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 905,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 2,235,870

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 704,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 941,652

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 32,813,801

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,023,812

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,394,466

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 309,041

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 18,984,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 備品購入費 交通警察活動に要する経費 6,048,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 備品購入費 交通警察活動に要する経費 637,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 53,892

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 7,298,823

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 830,995

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 備品購入費 交通警察活動に要する経費 410,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 644,598

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 1,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,580

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,580

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 10,341

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 5,490
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 311,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 548,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 497,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 231,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 133,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 476,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 278,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 53,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 108,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 225,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 192,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 270,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 192,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 324,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 369,650

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 257,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 246,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 464,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 462,450

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 59,900

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 136,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 324,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 791,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 6,376,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,258,950

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,832,150

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,347,550

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 568,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 4,410,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 1,699,550

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 3,483,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,271,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 5,279,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費
負担金補助及交付
金

交通警察活動に要する経費 191,200
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 354,668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 32,936

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 29,100

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の整備に要する経費 223,992

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 1,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 404,352

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 33,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 43,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 47,844

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 762,480

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 109,582,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 備品購入費 運転免許業務に要する経費 767,448

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 481,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 566,272

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 11,971

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,542

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 464

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,032

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 22,598

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,715

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 698

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 121,130

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 23,883

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 539

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,910

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 75,236

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 153,966

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 138,839

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 981

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 1,736

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 32,664

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 90,108

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 129,980

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 69,991
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 979

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 125,552

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,113

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 357,799

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 164,654

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 18,546

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の管理に要する経費 10,754

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 197,345

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 29,896

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 86,927

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,019

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,936

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 23,124

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 12,322

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,229

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 1,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,385

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 20,638

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,215

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,508

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,049

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,229

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,043

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 27,185

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 884

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 358,005

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,286

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 182,056

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 167,190

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 45,085

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 58,228

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,098
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 50,909

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 56,026

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 77,246

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 100,914

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 233,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 36,288

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費
負担金補助及交付
金

交通警察活動に要する経費 429,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 216,108

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 2,118,312

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 7,786,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,076,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,346,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 19,980,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 39,906,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 3,789,899

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 905,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 704,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 5,614,056

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 707,324

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 465,609

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 459,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 90,390

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 669,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 799,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 200,556

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 906,465

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 790,079

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 354,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 247,650

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 294,650

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 158,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 272,750

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 221,350

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 193,200
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 349,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 380,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 657,650

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 68,450

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 240,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 677,450

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 282,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 208,050

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 548,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 2,120,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 162,183

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 65,264

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 22,939

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 10,188,288

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 221,745

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 918,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 229,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 2,015,280

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 43,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 13,068,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 182,088

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 77,760

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 964,936

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 474,897

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 493

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 986

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 138,661

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 190,045

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 46,583

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 11,737

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 54,997

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 役務費 運転免許業務に要する経費 59,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 光熱水費 交通警察活動に要する経費 8,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 17,455
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 5,855

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 9,995

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 9,187

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 5,616

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 324,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,440,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 432

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 578,040

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 33,960

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 216

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 29,160

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 568,134

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 818,316

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 64,800

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,675

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 256,953

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 507,600

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 118,125

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 89,250

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 203,040

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 12,830

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 143,640

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 23,382

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,009

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 80,265

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 879,120

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 371,952

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 751,464

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 844,128

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 24,512

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 145,152

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 22,248

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 40,392

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 1,080,000
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警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 993,600

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 4,512,240

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 442,260

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 160,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 89,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 17,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 30,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 25,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,650

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,650

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 10,950

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,650

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 14,600

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 14,600

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,300

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 10,950

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,300

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 189,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,306,988

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 793,800

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,650

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,650

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 244,151

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,647,648

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 149,676

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 44,121

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 295,444

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 362,266

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 102,588

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 43,696

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 39,098

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 289,539

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 431,805

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 156,458
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,633,905

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 40,500

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 727,596

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 687,368

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 38,232

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 61,430

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 41,128

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 478,548

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 818,856

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 368,280

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 23,760

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,800

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 882,003

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 311,580

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 284,364

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 355,536

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 184,356

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 45,090

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,050,524

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 297,189

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 2,529,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

地域警察活動に要する経費 674,400

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 7,500

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 8,640

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 50,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 107,892

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 435,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 12,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 56,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 90,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 397,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 1,296

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 50,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 148
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 69,500

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 30,943,040

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 10,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 17,600

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 2,138,400

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 5,813,532

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 2,635,740

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 1,293,570

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 5,437,260

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 1,325,980

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 120,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 60,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 50,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,729

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 14,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 19,946

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 22,305

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 24,725

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 14,567

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 30,531

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 11,800

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 2,678,184

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,079,524

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 59,300,493

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 16,772,400

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 34,424,676

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,931,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 2,793,210

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 2,916,918

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 1,334,016

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 1,159,920

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 6,504,300

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 10,900,440
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 9,418,896

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 771,120

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 3,949,560

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 16,111,708

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 66,096

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 405,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 243,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 393,660

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,405,252

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 9,720

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 7,979,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 9,401,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 2,449,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 7,776

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,113,836

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 2,408

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 97,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 532,440

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 178,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 13,245,120

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 6,256,872

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 18,360

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 494,640

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 31,763,718

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 247,012

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 1,507,491

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 32,400
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 地域警察活動に要する経費 1,362,463

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 123,552

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 5,074,704

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 97,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 33,696

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 30,674,506

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 486,266,328

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 10,692,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 10,143,900

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 35,931

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,089

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 319

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,912

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 34,323

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,041

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,726

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 旅費 普通旅費 航空機の管理に要する経費 231,587

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 509,843

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 81,320

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 63,571

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,482

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 266

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,830

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 56,216

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,783

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 2,769

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 5,121

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 旅費 普通旅費 航空機の管理に要する経費 1,610

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,310

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 7,138

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,765

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,621,847

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 557,636

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 182,684
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 284,040

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 16,225

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 17,935

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 22,154

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 27,386

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 24,652

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,060

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,113,836

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 170,044

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 170,043

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 2,928,960

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 航空機の管理に要する経費 56,636,156

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 4,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 15,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 81,600

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 68,694

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 航空機の管理に要する経費 354,672

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 928,184

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 1,464,237

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 297,621

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 189,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 航空機の管理に要する経費 518,400

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 航空機の管理に要する経費 2,455,920

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 900,720

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 2,592

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 航空機の管理に要する経費 157,500

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 航空機の管理に要する経費 71,701

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 572,400

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 原材料費 航空機の管理に要する経費 13,788,252

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 254,275

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 42,033,600

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 航空機の管理に要する経費 293,760

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 9,674,640

警視庁 地域部 航空隊 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 2,520
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警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 90,720

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 54,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 306,460

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 470,880

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 300,500

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 9,296

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 93,999

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 146,026

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 251,500

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 204,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 680,292

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 49,632

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 702,324

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 11,340

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 150,120

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 551,880

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 93,960

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,029,888

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,944,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,230,454

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,148,200

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 16,618,056

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 4,916,700

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,596,240

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 45,846

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 324,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 121,392

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 136,080

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 150,768

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,015,280

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 13,500

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,455,300

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 5,067,360

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 642,600
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警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 32,400

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 38,880

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 194,400

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 857,460

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,100

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 1,332,990

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 97,200

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 113,400

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 83,808

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 24,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 432

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 33,138

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 12,032

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 69,918

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 54,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,201

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,648

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 18,452

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 9,195

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 74,160

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 11,168

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,546

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 9,461

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 23,467

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,517

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 53,410

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 15,984,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費
負担金補助及交付
金

雑踏警備及び災害対策に要する経費 75,600

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 322,920

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 710,100

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 備品購入費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,843,020

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 368,712

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 328,320

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 1,447,200
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警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 備品購入費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 336,960

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 332,640

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 56,052

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 238,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 40,000,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,274,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 185,544

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,473,957

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,318,630

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 463,536

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,142,720

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 796,613

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 905,611

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 90,720

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 115,776

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 20,055

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 185,004

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 70,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 342,576

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 222,480

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 82,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 9,180

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 1,296

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 675,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 450,660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 1,887

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 2,733,531

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 164,052

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 248,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 64,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 216,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 45,667

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 81,493

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 160,119
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 118,116

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 79,660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 125,442

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 46,046

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 72,827

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 115,208

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 270,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 150,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 100,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 6,480

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 95,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 450,294

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 20,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 24,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の教養に要する経費 80

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 71,351

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 90,450

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費
負担金補助及交付
金

刑事警察活動に要する経費 17,657

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 217,980

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 407,190

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 190,512

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 20,088

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 126,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 72,450

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 466,725

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 69,660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 236,088

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 753,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 256,824

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 700,920

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 128,520

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 243,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 89,424

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 555,030
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 303,372

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 134,460

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 64,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 651,132

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 225,720

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 51,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 840,747

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 616,602

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 540,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 568,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 655,668

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 750,924

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 181,440

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 324,540

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 353,592

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 157,032

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 180,252

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 225,612

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 97,740

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 255,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 429,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 227,880

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 224,316

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 145,044

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 481,464

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 103,248

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 527,850

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 120,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 266,760

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 332,640

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 464,292

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 351,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 294,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 45,360
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 65,949

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 111,568

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 66,523

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 20,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 32,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 21,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 9,730

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 15,155,910

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 498,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 513,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 781,467

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 197,360

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 77,760

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 9,148,335

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,507,624

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,515,996

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,650,024

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,499,904

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 5,845,539

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 6,190,560

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 8,661,060

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,704,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,080,808

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 7,560,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,064,193

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,276,964

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,055,752

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 216,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 3,736,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 25,714

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 45,355

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 136,158

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 50,862

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 64,787
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 2,275

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 109,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 680,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 7,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 17,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 772,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,308,808

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 354,672

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 35,597

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 35,597

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 420,390

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 14,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 20,640

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 2,211

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 89,530

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 94,044

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 20,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 23,157

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 76,040

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 98,820

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 487,242

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 4,622

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 13,295,383

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 備品購入費 刑事警察活動に要する経費 669,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 3,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 5,293

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 123,755

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 25,880

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 92,707

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 1,540

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 69,905

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 14,879

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 374

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 279,900
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 15,000,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 165,456

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 403,920

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 282,636

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 358,992

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 123,120

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 592,812

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 30,240

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 警察装備器材の管理に要する経費 1,600,452

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 113,368

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,332,720

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,638,122

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,330,452

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,035,300

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,089,720

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 17,186,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 30,450,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 29,700,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 32,011,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,582,360

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,144,500

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 3,557,277

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 16,701,120

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 29,376,108

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,694,520

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 15,957,540

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 26,509,680

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,435,559

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,365,714

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,263,343

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,639,563

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,144,665

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 435,531
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,310,853

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 649,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 8,196,984

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 15,607,944

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 302,505

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 123,270

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,236,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,210,680

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,894,746

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,644,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 512,406

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,526,865

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,264,248

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,420,064

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,018,116

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 708,048

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 442,692

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 17,604,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,057,320

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 655,136

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 113,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 42,336

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 21,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 978,264

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 103,079

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 12,119,392

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 73,038

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 86,857

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 32,321

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 145,116

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 18,122

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 13,290

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 89,760

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 95,302
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 3,348,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,072,680

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 44,205

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 50,249

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 57,911

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,788

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,828

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 223,785

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 418,846

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,478

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 25,093

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,319

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,425

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 100,724

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 39,569

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 54,825

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 31,126

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,925

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,156

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 5,514

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 19,653

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 101,228

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,841

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,306

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,282

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 28,748

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,461

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,124

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,818

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,988

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,397

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 34,693

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 308

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 37,792
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,824

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 242,802

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 53,762

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 45,921

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 63,938

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 206,618

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,359,322

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,462,157

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,224,059

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,470

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,416

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 151,556

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 132,276

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 4,718

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 43,554

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 65,854

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 5,928

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 200,316

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 81,244

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 298,242

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 42,761

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 216,540

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 14,224,896

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 995,846

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 969,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 備品購入費 刑事警察活動に要する経費 993,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 234,360

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 751,140

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 899,100

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 874,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 745,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 946,890
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 978,912

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 42,184

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 86,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 33,133

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 報償費 刑事警察活動に要する経費 24,064

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 349,920

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 425,520

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 49,931

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 797,785

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 194,788

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 59,076

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 214,920

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 81,480

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 519,750

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 496,020

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 800,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 629,475

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 108,324

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 251,640

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 352,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 147,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 772,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 637,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 368,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 172,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 128,412

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 518,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 317,520

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 351,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 157,464

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 353,052

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 314,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 424,602

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 127,656
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 38,264

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 2,170

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 484,050

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 389,772

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 496,962

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 46,440

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 11,664

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 130,032

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 432,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 27,216

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 12,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 124,666

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 77,056

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 286

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 光熱水費 刑事警察活動に要する経費 180,231

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 53,105

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 143,537

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 54,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 89,424

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 725,760

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 3,250,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 64,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 64,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 118,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 75,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 54,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 151,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 32,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 備品購入費 生活安全警察活動に要する経費 624,240

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 45,360

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 319,324

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 592,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 432,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 421,800
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 247,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 495,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 492,100

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 173,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 432,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 22,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 62,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 4,490

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 37,356

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 51,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 168,300

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 44,323

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 7,060

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 2,527

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 71,674

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 4,596

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 326,160

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 295,920

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 光熱水費 生活安全警察活動に要する経費 44,495

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 47,520

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 6,480,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 864,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 42,519

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 7,493

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,240

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,944,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 8,262,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 3,011,945

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 22,680

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 864,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 311,744

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 25,920

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 43,759

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 7,300
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 63,465

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 20,736

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 15,702

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 23,388

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 244,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 158,290

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 614,724

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 219,966

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 178,508

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 113,392

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 60,480

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 4,860

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 15,120

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 20,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 39,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 5,730

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 2,764

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 22,260

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 11,979

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 2,138

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 5,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 20,370

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 102,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 63,771

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 7,711,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,620,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 13,496

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 13,496

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 2,076

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 99,684

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 281,664

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 3,150

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 15,960

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 5,880

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 18,252

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 518,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 30,888

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 65,415

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 23,100

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 450,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 736,560

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 22,680

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 20,304

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 14,958

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 226,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 52,434

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 930,960

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 230,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 44,820

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 189,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 41,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 681,480

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 164,376

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 3,726

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 35,640

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 14,148

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 484,920

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 10,206

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 465,702
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 7,560

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 132,624

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 17,064

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 7,776

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 8,964

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 394

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 675,831

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 233,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 14,364

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 24,840

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 540,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 503,346

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 116,586

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 401,760

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 48,546

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 35,964

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 371,412

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 82,220

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 32,292

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 27,480

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 216

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 45,360

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 35,316

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 28,296

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 16,337

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 光熱水費 生活安全警察活動に要する経費 21,555

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 46,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,186

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 21,492

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 20,269

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,348

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 15,179

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 23,868
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 8,640

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 4,320

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 495,836

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 302,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 2,642,237

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,086,299

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 2,118,960

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,171,222

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 2,197,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,038

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,038

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 2,382

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,779

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,038

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,038

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,390

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,038

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 10,349
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 13,026

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 10,490

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 10,490

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,229

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,546,452

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 3,117,096

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 6,377

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 30,967

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 6,853

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 99,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 7,044,411

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,450

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 12,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 351

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,505,796

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,032,696

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 57,427

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 9,180

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,180

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 24,891

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 17,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 17,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,780

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 3,780

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,432

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 18,255

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 13,500

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 13,017

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 13,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 4,898,880

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 8,085

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 172,800
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 228,394

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 2,916

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 6,480

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 2,700

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 311,744

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 269,875

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 51,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 5,916

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 19,170

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 17,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 205,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 97,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 19,602

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 226,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 75,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 118,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 86,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 30,240

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 48,168

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 41,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 24,645,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 備品購入費 生活安全警察活動に要する経費 1,112,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 702,432

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 75,232

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 21,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 10,081

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 7,992

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 光熱水費 生活安全警察活動に要する経費 140,385

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 58,212

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 8,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 34,344

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 14,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 1,296

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 71,550
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 84,024

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 57,330

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 35,208

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 2,700

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 635,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 864,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 30,132

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 3,240

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 95,580

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 851,364

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 4,500

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 9,828

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 66,108

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 43,072

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 310,441

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 24,064

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 9,681

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 10,704

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 153,900

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 26,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 41,700

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 6,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 2,138

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 2,138

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 955,735

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 974,430

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 98,928

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 1,188

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 44,067

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 45,146

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 5,488

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 27,360

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 19,022

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 11,525
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 7,516

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 788,184

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 446,472

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 備品購入費 生活安全警察活動に要する経費 103,140

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 104,220

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 265,140

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 357,480

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 668,952

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 57,670

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,910

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,582

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,224

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 59,928

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 67,913

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 74,597

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 38,306

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 168,073

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 135,258

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 196,220

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 414,094

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,189,087

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,871,929

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 46,108

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 243,659

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,035,796

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 64,136

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,932,272

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 61,574

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 10,716

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 少年警察活動に要する経費 14,692

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 74,748

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 2,096

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 601

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 16,264
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 28,296

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 29,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 121,024

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,138,320

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 72,277

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 104,760

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 374,328

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 133,920

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 191,317

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 214,272

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 142,344

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 324,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 2,520

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 29,985

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 51,630

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 74,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 46,691

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 3,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 17,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 307,152

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 19,008

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,186

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 23,631

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 17,448

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 4,235

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 20,295

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 23,868

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 8,938

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 4,320

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 192,024

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 5,616

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 6,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 31,428

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 74,520

1144 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 1,080

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 618,030

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 618,030

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 380,592

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 270,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,350,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 100,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 2,704,317

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 753,840

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 29,095,200

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,700

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 18,306

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 89,640

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 5,942

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 753,840

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 380,592

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 270,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 14,759,928

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 811,730

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,173

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 55,246

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 4,441,422

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,350,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 974,160

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 6,026

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 108,000

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 19,975

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 9,277

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 31,320

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 18,144

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 196,344

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 83,916
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警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 276,480

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 99,900

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 84,007

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 1,992

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 57,276

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 3,456

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 155,088

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 22,686

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 7,562

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,665

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 982,800

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 477,802

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 202,446

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,236,157

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 9,999,720

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 268,920

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 96,768

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 33,000

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 656,100

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 1,798,308

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 1,925,999

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 34,874

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 991,440

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 565,920

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,762

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 41,329

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,650

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,040

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,892

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 55,584

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 105,770

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,349

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 2,366

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 6,252
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警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 5,326

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 20,162

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 20,614

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 24,762

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 52,324

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 4,076

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 446,720

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 21,000

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 20,000

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 40,000

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 10,000

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 419,989

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 256,500

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 162,000

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 212,085

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 92,772

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 157,680

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 200,772

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 114,095

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 822,852

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 8,084

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,400,840

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 414,720

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 745,745

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,280

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 15,876

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 46,764

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 13,500

警視庁 総務部 文書課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 810

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 報償費 一般管理費に要する経費 25,000,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 63,504

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 331,149

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 63,936

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 601,382
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 328,320

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 47,019

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 337,365

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 48,816

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 324,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 500,580

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 322,920

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 286,200

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 873,957

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 39,096

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 369,070

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 23,976

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 444,312

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 191,160

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 19,980

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 165,240

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 9,848,002

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 72,501

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 254,880

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 107,892

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 6,912

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 662,345

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 72,900

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 230,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 175,222

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,260

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 400,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 100,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 107,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 27,200

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 99,200

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 1,119,366

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 2,087,316
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 2,138,400

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 1,419,930

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 2,285,690

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 1,269,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 4,411,800

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 25,714

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 75,064

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 13,932

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 29,808

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 353,074

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 1,099,204

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 91,359

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 68,117

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 41,237

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 60,077

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 1,022,922

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 1,769,742

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 組織犯罪対策に要する経費 1,816,236

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 145,800

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 82,080

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 234,090

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 164,053

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 16,200

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 50,112

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 1,620,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 110,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 132,479

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 25,994,503

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 53,460

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 7,668

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 11,674

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 10,601

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 71,598
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 37,671

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 72,954

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 113,007

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 84,024

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 782

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 148,535

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 874

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 405,265

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 27,439

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 75,277

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 463

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 420,942

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,175

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,610

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,153

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,236

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 680,063

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,307

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 33,785

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,140

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 29,123

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 432

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 390

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 596,531

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,363

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 855

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 764,907

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,870

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,469

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 995

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,415

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 20,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 補償補填及賠償金 訴訟及び賠償に要する経費 18,900
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,161,901

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職員の教養に要する経費 1,080,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 306,568

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 145,800

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 組織犯罪対策に要する経費 5,054,400

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 63,504

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 93,724

警視庁 麹町警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 101,000

警視庁 麹町警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 160,000

警視庁 麹町警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 486,000

警視庁 麹町警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,529

警視庁 麹町警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 51,500

警視庁 麹町警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 34,932

警視庁 麹町警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 513,000

警視庁 麹町警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 182,650

警視庁 麹町警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,126,063

警視庁 麹町警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 158,674

警視庁 麹町警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 39,960

警視庁 麹町警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 147,384

警視庁 麹町警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 麹町警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 45,000

警視庁 麹町警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 581,185

警視庁 麹町警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 麹町警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 麹町警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 麹町警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 麹町警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,077

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 74,001

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 117,923

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 183,129

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 19,600

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 11,880

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 28,188
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警視庁 丸の内警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 129,830

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 135,324

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 150,600

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 37,620

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 39,744

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 26

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,685

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 60,640

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 311,603

警視庁 丸の内警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,185

警視庁 神田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 7,543

警視庁 神田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 163,307

警視庁 神田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 361,782

警視庁 神田警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 131,829

警視庁 神田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 15,120

警視庁 神田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,306

警視庁 神田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 35,500

警視庁 神田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 16,420

警視庁 神田警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 58,176

警視庁 神田警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,220,687

警視庁 神田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 205,200

警視庁 神田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 51,200

警視庁 神田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 114,629

警視庁 神田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 557,594

警視庁 神田警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 71,208

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 342,000

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 64,213

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,415,151

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 55,600
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警視庁 万世橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 52,404

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 103,140

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 644,574

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,883,808

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 130,130

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 203

警視庁 万世橋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 21,528

警視庁 中央警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 197,600

警視庁 中央警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 388,800

警視庁 中央警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 中央警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,213,245

警視庁 中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,140

警視庁 中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 12,119

警視庁 中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 81,527

警視庁 中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 13,867

警視庁 中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 24,607

警視庁 中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 24,620

警視庁 中央警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 552,792

警視庁 中央警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 中央警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 166,913

警視庁 中央警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 566,049

警視庁 中央警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 中央警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 177,700

警視庁 中央警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 72,580

警視庁 中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 464

警視庁 中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 716,329

警視庁 中央警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 49,305

警視庁 中央警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 78,886

警視庁 中央警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 41,610

警視庁 久松警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 久松警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 久松警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,171,080

警視庁 久松警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056
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警視庁 久松警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 60,000

警視庁 久松警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 久松警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 750

警視庁 久松警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 458,460

警視庁 久松警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 久松警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 101,030

警視庁 久松警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 70,784

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 32,490

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 17,010

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,400

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 13,200

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 539

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 385

警視庁 久松警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 405,619

警視庁 久松警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 23,400

警視庁 築地警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,170,051

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,000

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 102,000

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 6,068

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 25,000

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 2,000

警視庁 築地警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 46,000

警視庁 築地警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 86,400

警視庁 築地警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 139,600

警視庁 築地警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 13,680

警視庁 築地警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 築地警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 172,830

警視庁 築地警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,813

警視庁 築地警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,140,203

警視庁 築地警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 築地警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,539

警視庁 築地警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 46,170

警視庁 築地警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 64

警視庁 築地警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,100,975
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警視庁 築地警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 16,200

警視庁 築地警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 136,080

警視庁 築地警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 152,280

警視庁 築地警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 44,949

警視庁 築地警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,733

警視庁 築地警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,681

警視庁 月島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 45,210

警視庁 月島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,230

警視庁 月島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,590

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 163,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 80,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 15,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 20,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 47,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 18,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 76,388

警視庁 月島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 18,216

警視庁 月島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 月島警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,200

警視庁 月島警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 23,940

警視庁 月島警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 月島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 116,433

警視庁 月島警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 987,349

警視庁 月島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 39,960

警視庁 月島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 月島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,080,369

警視庁 月島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,915,666

警視庁 月島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,840

警視庁 月島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 130,000

警視庁 月島警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 月島警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 448,200
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警視庁 愛宕警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,270

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,077

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 102,000

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 11,636

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 36,000

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,545,297

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 54,000

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,240

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 6,480

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 53,460

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 382,208

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 210,000

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 166,404

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 15,187

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,040

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,420

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 11,303

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 277,560

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 209,520

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 890

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 360

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 愛宕警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 542,056

警視庁 三田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 三田警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,327,259

警視庁 三田警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 三田警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,011,148

警視庁 三田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 三田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,000
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警視庁 三田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 158,000

警視庁 三田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 80,010

警視庁 三田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 三田警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,013,096

警視庁 三田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 124,752

警視庁 三田警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 17,460

警視庁 三田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 276

警視庁 三田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 24,912

警視庁 三田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,480

警視庁 三田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,939

警視庁 高輪警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 79,920

警視庁 高輪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 75,010

警視庁 高輪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 17,100

警視庁 高輪警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 高輪警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 447,934

警視庁 高輪警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,077

警視庁 高輪警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,224

警視庁 高輪警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 高輪警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 3,000

警視庁 高輪警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 40,000

警視庁 高輪警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 44,658

警視庁 高輪警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 104,536

警視庁 高輪警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,240

警視庁 高輪警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 3,672

警視庁 高輪警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 386,122

警視庁 高輪警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,001,288

警視庁 高輪警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 167,438

警視庁 高輪警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 54,126

警視庁 高輪警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,000

警視庁 高輪警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 56,080

警視庁 高輪警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 41,945

警視庁 高輪警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,209

警視庁 高輪警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,570

警視庁 高輪警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500
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警視庁 高輪警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,080

警視庁 麻布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 131,000

警視庁 麻布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 19,000

警視庁 麻布警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 17,820

警視庁 麻布警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 17,820

警視庁 麻布警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 47,672

警視庁 麻布警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 146,005

警視庁 麻布警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 麻布警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,480,053

警視庁 麻布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 60,000

警視庁 麻布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 59,750

警視庁 麻布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 23,220

警視庁 麻布警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 201,376

警視庁 麻布警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 32,000

警視庁 麻布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 274,576

警視庁 麻布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,956

警視庁 麻布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 81,000

警視庁 麻布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 134

警視庁 麻布警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 麻布警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 69,017

警視庁 麻布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 75,816

警視庁 麻布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 30,780

警視庁 麻布警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,940

警視庁 麻布警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 230,750

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 958

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 691

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 691

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 91,326

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 53,000

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 50,000

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 7,000
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警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 19,000

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 8,000

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 19,100

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 36,200

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 23,131

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,300

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 14,190

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 21,757

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 952,359

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,226

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,832

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 825

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,297

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,964,439

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 126,312

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,908,482

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 54,600

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 314,029

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 120,879

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 188,273

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 69,994

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 64,980

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,302

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,784

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 44,460

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 赤坂警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 102,600

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,838,070

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 175,474
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警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 57,050

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,160

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 3,780

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,858

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 174,681

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 331,019

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 18,399

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 129,650

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,909,717

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 368,973

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 174,354

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 81,000

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 93,960

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 34,560

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 19,500

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 18,144

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 203

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 30,651

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 12,960

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,330,934

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 品川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 113,400

警視庁 品川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 品川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,052

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 15,000

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,000

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 5,000

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 5,000

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 90,000

警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 155,000
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警視庁 品川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 721,682

警視庁 品川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 66,300

警視庁 品川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 102,600

警視庁 品川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 品川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,118,243

警視庁 品川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 126,036

警視庁 品川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 126,060

警視庁 品川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,120

警視庁 品川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 53

警視庁 品川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 大井警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,052

警視庁 大井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 537,106

警視庁 大井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,008,625

警視庁 大井警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 33,900

警視庁 大井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 106,252

警視庁 大井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 28,530

警視庁 大井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 大井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 38,576

警視庁 大井警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 大井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 34,560

警視庁 大井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 大井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 大井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 711,524

警視庁 大井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 148,852

警視庁 大井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 大井警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 2,000

警視庁 大井警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 37,080

警視庁 大井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,529

警視庁 大崎警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 大崎警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,960

警視庁 大崎警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 14,310

警視庁 大崎警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 657,918
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警視庁 大崎警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 11,430

警視庁 大崎警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 150,000

警視庁 大崎警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 65,308

警視庁 大崎警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 3,000

警視庁 大崎警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 11,399

警視庁 大崎警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 34,000

警視庁 大崎警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 6,000

警視庁 大崎警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 大崎警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 68,750

警視庁 大崎警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 136,055

警視庁 大崎警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,250

警視庁 大崎警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 9,000

警視庁 大崎警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,040

警視庁 大崎警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大崎警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 21,582

警視庁 大崎警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,947,501

警視庁 大崎警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大崎警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 荏原警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 荏原警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 133,145

警視庁 荏原警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 荏原警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,219

警視庁 荏原警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,052

警視庁 荏原警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 113,918

警視庁 荏原警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,356

警視庁 荏原警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 117,730

警視庁 荏原警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,956

警視庁 荏原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 5,000

警視庁 荏原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 18,200

警視庁 荏原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 104,889

警視庁 荏原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 荏原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 570,658

警視庁 荏原警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 188,100

警視庁 荏原警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,256,755
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警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,190

警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 62,246

警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 71,910

警視庁 荏原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 荏原警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 528,960

警視庁 荏原警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 106,506

警視庁 荏原警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 7,260

警視庁 荏原警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 159,840

警視庁 荏原警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大森警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,000

警視庁 大森警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,000

警視庁 大森警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,837,934

警視庁 大森警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 大森警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 927,337

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 99,898

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 103,843

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,115

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 大森警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,279

警視庁 大森警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000

警視庁 大森警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 大森警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 大森警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 大森警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,011

警視庁 大森警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 大森警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大森警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 99,900

警視庁 大森警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 72,144

警視庁 大森警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,828

警視庁 大森警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 13,000

警視庁 大森警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 280
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警視庁 大森警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 687,183

警視庁 大森警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 74,534

警視庁 大森警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 70,110

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 44,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 758,665

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 144,720

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 345,600

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,682

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 28,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 15,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 28,398

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 864

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 39,852

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,319,686

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 15,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 94,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 15,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 35,149

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 20,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 173,275

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,218

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 30,905

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 583

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 345

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 500,482
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警視庁 田園調布警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 119,340

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,400

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 110,000

警視庁 田園調布警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 122,256

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 244,850

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 497,124

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 25,388

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,482,672

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 75,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 40,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 25,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 65,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 6,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 3,500

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 65,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,500

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 6,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 15,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 58,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 552,408

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 97,200

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 273,007

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 97,648

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 43,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 140,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 65,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 151

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628
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警視庁 蒲田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,626

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,190,212

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 87,400

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 173,664

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 130,896

警視庁 蒲田警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 池上警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 869

警視庁 池上警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 178,934

警視庁 池上警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 池上警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 池上警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 13,000

警視庁 池上警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,571

警視庁 池上警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 653

警視庁 池上警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,003,172

警視庁 池上警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 39,798

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 25,000

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 14,500

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 53,000

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 6,000

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 78,306

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 59,400

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 68,400

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 24,970

警視庁 池上警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,372

警視庁 池上警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,527

警視庁 池上警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 72,360

警視庁 池上警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,316

警視庁 池上警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,160,460

警視庁 池上警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 65,535

警視庁 池上警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 69,231
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警視庁 池上警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 池上警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 57,725

警視庁 池上警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 40,057

警視庁 池上警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,832

警視庁 池上警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 8,748

警視庁 池上警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 池上警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,011

警視庁 池上警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 97

警視庁 池上警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,161

警視庁 池上警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 池上警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 855,082

警視庁 池上警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 45,900

警視庁 池上警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 57,240

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 107,300

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 19,060

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 64,584

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 105,747

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 5,120

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,011

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 96,197

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 358,360

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 168,386

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 18,900

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,000

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 984

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 996,966

警視庁 東京空港警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,395,379

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 145,000

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 151,088

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 56,000

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 22,100
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警視庁 世田谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 20,796

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 13,000

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 14,000

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 119,340

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,895

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 864

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,775,816

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 236,479

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 40,000

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 248

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 634,442

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 6,048

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,268

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 4,989

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 17,830

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 52,272

警視庁 世田谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,158

警視庁 北沢警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 345,600

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 62,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 50,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,124

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 40,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 7,383

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 696

警視庁 北沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 35,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 北沢警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,682

警視庁 北沢警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,045,886

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 122,905

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 121,748

1168 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,178

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,680

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,699

警視庁 北沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,700

警視庁 北沢警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 北沢警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 120,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 49,000

警視庁 北沢警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 890,049

警視庁 北沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 104,940

警視庁 北沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 北沢警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 26,460

警視庁 北沢警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,123

警視庁 北沢警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,629

警視庁 北沢警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 6,669

警視庁 北沢警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,546

警視庁 玉川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 112,860

警視庁 玉川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 104,900

警視庁 玉川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,300

警視庁 玉川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 112,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 110,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 39,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,940

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982
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警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,911

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 769,682

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 玉川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,302

警視庁 玉川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 864

警視庁 玉川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 915,826

警視庁 玉川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,926,207

警視庁 玉川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 玉川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 233,445

警視庁 玉川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,000

警視庁 玉川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,330

警視庁 玉川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 17,082

警視庁 玉川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 42,768

警視庁 玉川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 303,188

警視庁 玉川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 86

警視庁 玉川警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,115

警視庁 成城警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 成城警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 成城警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 41,300

警視庁 成城警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 成城警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 成城警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,378

警視庁 成城警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 126,576

警視庁 成城警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 成城警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 成城警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,682

警視庁 成城警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 941,422

警視庁 成城警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 200,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 成城警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 73,893

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 5,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000
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警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 30,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 4,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,300

警視庁 成城警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 120,647

警視庁 成城警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 26,460

警視庁 成城警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 成城警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 965,302

警視庁 成城警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,654,400

警視庁 成城警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 307,538

警視庁 成城警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 118,800

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 128,489

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 33,484

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,551

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 11,079

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 30,000

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 97

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 成城警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,010

警視庁 成城警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 成城警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,302

警視庁 成城警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,756

警視庁 成城警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 目黒警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 80,150

警視庁 目黒警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628
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警視庁 目黒警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 目黒警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 目黒警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 95,760

警視庁 目黒警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 28,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 8,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 29,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 100,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 45,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 目黒警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,218,947

警視庁 目黒警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 172,652

警視庁 目黒警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 目黒警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 110,448

警視庁 目黒警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 881,879

警視庁 目黒警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 8,845

警視庁 目黒警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,446,611

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 70,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 23,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 34,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 10,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 116,550

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 259,920

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 34,500

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 178,834

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 864

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,710

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 86,940

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 10,000
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警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 554,145

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 碑文谷警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 13,744

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 58,903

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,100

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 143,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,566

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 261,921

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,710

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,020,940

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 55,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 13,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 3,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 80,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 18,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 14,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 17,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 210,100

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,720

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 39,600

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 141,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,786

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,412,059

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 171,504

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 70,200
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警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,831

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,999

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 122,385

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 79,312

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 156,071

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,377,042

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 237,600

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 90,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 208,000

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,081

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 14,560

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 62,402

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 108,396

警視庁 渋谷警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 110,600

警視庁 原宿警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,975,226

警視庁 原宿警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 67,000

警視庁 原宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 44,634

警視庁 原宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 10,962

警視庁 原宿警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 40,000

警視庁 原宿警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 原宿警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,160

警視庁 原宿警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 117,000

警視庁 原宿警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 101,236

警視庁 原宿警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 99,900

警視庁 原宿警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 52,920

警視庁 原宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,052

警視庁 原宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 136,578

警視庁 原宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,384,743

警視庁 原宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 157,544

警視庁 原宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 185,953

警視庁 原宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,289,705

警視庁 原宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 原宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,911
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警視庁 原宿警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 48

警視庁 原宿警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 40,007

警視庁 原宿警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 10,001

警視庁 原宿警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 44,500

警視庁 原宿警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 78,526

警視庁 原宿警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 37,000

警視庁 原宿警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 44,895

警視庁 代々木警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 118,551

警視庁 代々木警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 57,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 105,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 35,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 16,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 29,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 69,022

警視庁 代々木警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 代々木警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,534,602

警視庁 代々木警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 498,463

警視庁 代々木警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 188,312

警視庁 代々木警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 代々木警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 代々木警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 26,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 98,000

警視庁 代々木警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 84,266

警視庁 代々木警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,453

警視庁 代々木警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,309

警視庁 代々木警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,373

警視庁 代々木警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 47,665

警視庁 代々木警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 72,189

警視庁 代々木警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,140

警視庁 代々木警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 牛込警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 112,428

警視庁 牛込警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 牛込警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 牛込警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,225
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警視庁 牛込警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 牛込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 牛込警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 牛込警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,101

警視庁 牛込警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 牛込警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 220,752

警視庁 牛込警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,059,879

警視庁 牛込警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 486,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 51,600

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 136,800

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 40,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 180,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 30,840

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,080

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 2,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 41,000

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 9,720

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,581,960

警視庁 牛込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 711,498

警視庁 牛込警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 37,800

警視庁 牛込警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 37,800

警視庁 牛込警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 96,984

警視庁 牛込警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 45,360

警視庁 牛込警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 177,676

警視庁 牛込警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 95,528

警視庁 牛込警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 116,245

警視庁 新宿警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 224,640

警視庁 新宿警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,197

警視庁 新宿警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 291,600

警視庁 新宿警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 374,311

警視庁 新宿警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 23,963

警視庁 新宿警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 216,000

1176 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 新宿警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,967

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 55,000

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 52,782

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,020

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 76,200

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,860

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 7,700

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 9,720

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 111,862

警視庁 新宿警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,927,412

警視庁 新宿警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 58,140

警視庁 新宿警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 262,600

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,481

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,089,093

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 36,737

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,626

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 新宿警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 新宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 9,672

警視庁 新宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 480,469

警視庁 新宿警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,486,341

警視庁 新宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,200

警視庁 新宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 30,000

警視庁 新宿警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 443,121

警視庁 新宿警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 54,000

警視庁 新宿警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 新宿警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 26,460

警視庁 新宿警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 23,328

警視庁 新宿警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 新宿警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 895

警視庁 新宿警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 36,869

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600
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警視庁 戸塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 53,408

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 6,134

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,269

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 908,923

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 839,679

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 475,200

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 107,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 45,876

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 25,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 8,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 17,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 299,160

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 226

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,626

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,281

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 178,524

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 119,016

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 48,288

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 100

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,855,988

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 70,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 191,586

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 464,400

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 77,000

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 12,960

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 21,708

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 118

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,080

警視庁 戸塚警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 432

警視庁 四谷警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 120,636
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警視庁 四谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,911

警視庁 四谷警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 363,960

警視庁 四谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 109,000

警視庁 四谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 四谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 20,366

警視庁 四谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 494,907

警視庁 四谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,596

警視庁 四谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 68,159

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 86,856

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 54,014

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 30,499

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 55,732

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 46,200

警視庁 四谷警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 7,153

警視庁 四谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 四谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 四谷警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 857,976

警視庁 四谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 172,437

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 23,703

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 7,788

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,633

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 75,096

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 143

警視庁 四谷警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 312,030

警視庁 四谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 90,840

警視庁 四谷警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,281

警視庁 四谷警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 中野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,213

警視庁 中野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,996

警視庁 中野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 中野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,041

警視庁 中野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 52,984
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警視庁 中野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 23,894

警視庁 中野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 15,248

警視庁 中野警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,583

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 135,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 36,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 4,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 4,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 68,106

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 81,215

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 76,917

警視庁 中野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,537

警視庁 中野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 7,560

警視庁 中野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 6,588

警視庁 中野警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,267,778

警視庁 中野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 中野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,024

警視庁 中野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 中野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 中野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 15,120

警視庁 中野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 10,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 46,656

警視庁 中野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 40,000

警視庁 中野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 49,104

警視庁 中野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 66,900

警視庁 中野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 68,400

警視庁 中野警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 38,180

警視庁 野方警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 野方警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 野方警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 524,116

警視庁 野方警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,239

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 12,000

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,390

1180 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 119,576

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 10,000

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 18,252

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,519

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 46,950

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 29,760

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 25,160

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 16,000

警視庁 野方警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 2,400

警視庁 野方警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 37,800

警視庁 野方警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 37,800

警視庁 野方警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 野方警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 野方警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 野方警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,243

警視庁 野方警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,404,180

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,377

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 165,272

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 野方警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 野方警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 82,062

警視庁 野方警察署 平成30年03月22日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

過誤納還付金に要する経費 720

警視庁 野方警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 108,484

警視庁 野方警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 野方警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 67,608

警視庁 野方警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 野方警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 野方警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 106,704

警視庁 野方警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 杉並警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 345,600
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警視庁 杉並警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 杉並警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 杉並警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 杉並警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 115,560

警視庁 杉並警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 杉並警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 66,960

警視庁 杉並警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,699

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 299,160

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 116,688

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 31,320

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 13,500

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 35,550

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 11,236

警視庁 杉並警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,260

警視庁 杉並警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 杉並警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,811,135

警視庁 杉並警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 240,494

警視庁 杉並警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 89,936

警視庁 杉並警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 167,200

警視庁 杉並警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 杉並警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 90,720

警視庁 杉並警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 杉並警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 75,427

警視庁 杉並警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 967,467

警視庁 杉並警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 45,000

警視庁 杉並警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 杉並警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 杉並警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 64,368

警視庁 杉並警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 杉並警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 51,329

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 160,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 118,100
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警視庁 高井戸警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 262,200

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,377,966

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 330,415

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 30,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 75,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 26,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 20,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 7,000

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 727,976

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 202,311

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,700

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 118

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,322,869

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 110,880

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 65,880

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 高井戸警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 85,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 168,901

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,883

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,862

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 729,097

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 6,480
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警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 14,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 85,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 18,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 39,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 9,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 20,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 45,000

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 90,720

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 136,080

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 79,920

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,781,559

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 194,313

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 68,040

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 18,975

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 334

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 695,593

警視庁 荻窪警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 659,946

警視庁 富坂警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 157,565

警視庁 富坂警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,252

警視庁 富坂警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 富坂警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 256,085

警視庁 富坂警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 38,400

警視庁 富坂警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 171,000

警視庁 富坂警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,329,006

警視庁 富坂警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 富坂警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 22,960

警視庁 富坂警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 69,543

警視庁 富坂警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 32,900

警視庁 富坂警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 15,426

警視庁 富坂警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 18,252
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警視庁 富坂警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 富坂警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 137,981

警視庁 富坂警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 27,000

警視庁 富坂警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 47,764

警視庁 富坂警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 83,000

警視庁 富坂警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 171,000

警視庁 富坂警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 230,385

警視庁 大塚警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 82,288

警視庁 大塚警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 大塚警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 422,496

警視庁 大塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,222,667

警視庁 大塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,529

警視庁 大塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,602

警視庁 大塚警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 246,685

警視庁 大塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 45,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 44,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 11,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 49,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 645,807

警視庁 大塚警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,106,364

警視庁 大塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 342,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 94,633

警視庁 大塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 大塚警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 140

警視庁 大塚警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 30,780

警視庁 大塚警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 54,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 54,000

警視庁 大塚警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 41,400

警視庁 本富士警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 本富士警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 989,763

警視庁 本富士警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,070,674

警視庁 本富士警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 16,265

警視庁 本富士警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,000

警視庁 本富士警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 49,905
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警視庁 本富士警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 7,000

警視庁 本富士警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 45,000

警視庁 本富士警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 82,600

警視庁 本富士警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 153,900

警視庁 本富士警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 42,000

警視庁 本富士警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 102,620

警視庁 本富士警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,930,083

警視庁 本富士警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 本富士警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 本富士警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 駒込警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,000

警視庁 駒込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 駒込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 21,000

警視庁 駒込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 43,760

警視庁 駒込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 103,740

警視庁 駒込警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 27,099

警視庁 駒込警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 344,992

警視庁 駒込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 12,400

警視庁 駒込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 36,660

警視庁 駒込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 2,982

警視庁 駒込警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 105,084

警視庁 駒込警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 86,940

警視庁 駒込警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 駒込警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,005,951

警視庁 駒込警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 83,201

警視庁 駒込警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 320,355

警視庁 駒込警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 駒込警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 103,464

警視庁 駒込警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 11,340

警視庁 駒込警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 9,828

警視庁 駒込警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 25,950

警視庁 駒込警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 58,320

警視庁 駒込警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 42,180

警視庁 駒込警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 14
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警視庁 駒込警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 駒込警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,047

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 125,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 60,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 60,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 21,392

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,002

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 10,010

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 120,890

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,968

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,996

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,484,581

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 164,422

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,488

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 44,999

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 75,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 4,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 3,000

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 20,898

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 151

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 57,367

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 565,111

警視庁 巣鴨警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 池袋警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 29,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 106,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,047
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警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 50,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 10,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 3,000

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 池袋警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 池袋警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,540,389

警視庁 池袋警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 144,302

警視庁 池袋警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 36,860

警視庁 池袋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 955,595

警視庁 池袋警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,471,441

警視庁 池袋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 308,946

警視庁 池袋警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 191,056

警視庁 池袋警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 367

警視庁 池袋警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,059

警視庁 池袋警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 47,959

警視庁 池袋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 池袋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 池袋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 池袋警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 53,000

警視庁 目白警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,047

警視庁 目白警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 目白警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,529

警視庁 目白警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,496

警視庁 目白警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 522,816

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 26,484

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 16,776

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 27,300

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 24,081

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,830

警視庁 目白警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 15,132

警視庁 目白警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 目白警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723
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警視庁 目白警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 目白警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 50,077

警視庁 目白警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 34,884

警視庁 目白警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,276

警視庁 目白警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 531,907

警視庁 目白警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,175,470

警視庁 目白警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 224,028

警視庁 目白警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 27,360

警視庁 目白警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 109,574

警視庁 目白警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,240

警視庁 目白警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 目白警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 目白警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,243

警視庁 目白警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 目白警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 56,081

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 99,360

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 59,400

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 53,643

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 117,884

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,213

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 14,605

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 25,309

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 1,600

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 740

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 27,000

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 18,736

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 15,000

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 427,863

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 162,000

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,325,804

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 75,600

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 122,782

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 743,197

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,190
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警視庁 滝野川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 41,979

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 15,120

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 387,705

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,140

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 8,560

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 滝野川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 王子警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 83,370

警視庁 王子警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 72,000

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 5,000

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,000

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 10,000

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,180

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,433

警視庁 王子警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,427,091

警視庁 王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 175,149

警視庁 王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 王子警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 81,404

警視庁 王子警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,499

警視庁 王子警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 665

警視庁 王子警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,800

警視庁 王子警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,225

警視庁 王子警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 22,018

警視庁 王子警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 291

警視庁 王子警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 32,246

警視庁 王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 45,000

警視庁 王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 王子警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 142,560

警視庁 王子警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 278,753

警視庁 王子警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598
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警視庁 王子警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 71,510

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 23,940

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,104

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,193,390

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 98,728

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 135,446

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 27,972

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,861

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 6,000

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 28,950

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 9,000

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 13,723

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 97,200

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,654

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 72,756

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 19,975

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 46,420

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 194,991

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,075

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,040

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 9,120

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 7,203

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 106,639

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 953,797

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 赤羽警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 板橋警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 76,302
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警視庁 板橋警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 108,540

警視庁 板橋警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 40,571

警視庁 板橋警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,702

警視庁 板橋警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 94,716

警視庁 板橋警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,477,610

警視庁 板橋警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 885,298

警視庁 板橋警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,122,958

警視庁 板橋警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 107,049

警視庁 板橋警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,822

警視庁 板橋警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 板橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 21,042

警視庁 板橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 45,849

警視庁 板橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 32,800

警視庁 板橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 25,004

警視庁 板橋警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,294

警視庁 板橋警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 177,120

警視庁 板橋警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 203,170

警視庁 板橋警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 板橋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,264

警視庁 板橋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 6,156

警視庁 板橋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 273,600

警視庁 板橋警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,928

警視庁 板橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 172,800

警視庁 板橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,282

警視庁 板橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 293,405

警視庁 板橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 板橋警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 板橋警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 66,960

警視庁 板橋警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 85,554

警視庁 板橋警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 板橋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 板橋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,243

警視庁 板橋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671

警視庁 板橋警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628
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警視庁 板橋警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 志村警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 286,200

警視庁 志村警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 24,000

警視庁 志村警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 24,061

警視庁 志村警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,168

警視庁 志村警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,442

警視庁 志村警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 志村警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 289,796

警視庁 志村警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 123,229

警視庁 志村警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 志村警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 志村警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 志村警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 148,722

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 21,817

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 17,600

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,091

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 18,900

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,298

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 440

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,249

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 180,482

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 684,887

警視庁 志村警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,196

警視庁 志村警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,648

警視庁 志村警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 志村警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 88,560

警視庁 志村警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 66,348

警視庁 志村警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,346,338

警視庁 志村警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 177,679

警視庁 志村警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 13,874

警視庁 志村警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 31,600

警視庁 志村警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 65,120

警視庁 志村警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 194,940
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警視庁 志村警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 27,000

警視庁 志村警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 27,000

警視庁 志村警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,168

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 141,320

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 171,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 47,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 143,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 11,340

警視庁 練馬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,790

警視庁 練馬警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 86,605

警視庁 練馬警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 練馬警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 590,844

警視庁 練馬警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 16,200

警視庁 練馬警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 24,840

警視庁 練馬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 9,828

警視庁 練馬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 83,086

警視庁 練馬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 練馬警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 11,410

警視庁 練馬警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 練馬警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 練馬警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,080

警視庁 練馬警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,844,183

警視庁 練馬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,272

警視庁 練馬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 106,000

警視庁 練馬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 練馬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 236,264

警視庁 練馬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 練馬警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,538

警視庁 練馬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 16,400

警視庁 練馬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 練馬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 石神井警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 478,116
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警視庁 石神井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,140

警視庁 石神井警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 石神井警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 石神井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,809

警視庁 石神井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,076,122

警視庁 石神井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 31,032

警視庁 石神井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 石神井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 753,422

警視庁 石神井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 146,772

警視庁 石神井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 53,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 15,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 17,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 38,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,600

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 65,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 50,000

警視庁 石神井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 石神井警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 62,985

警視庁 石神井警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 410,400

警視庁 石神井警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 75,168

警視庁 石神井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 45,360

警視庁 石神井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 30,024

警視庁 石神井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 石神井警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,840,549

警視庁 石神井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 277,037

警視庁 石神井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 石神井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 石神井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 石神井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 石神井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 108

警視庁 石神井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 石神井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 石神井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,108

警視庁 石神井警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,858
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警視庁 高島平警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 高島平警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,298

警視庁 高島平警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 543,822

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 60,000

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 65,000

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 831

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 300

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 42,000

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 8,480

警視庁 高島平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 10,000

警視庁 高島平警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,334,624

警視庁 高島平警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 62,200

警視庁 高島平警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 102,600

警視庁 高島平警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,600,235

警視庁 高島平警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 169,904

警視庁 高島平警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 高島平警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 高島平警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 585,916

警視庁 高島平警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 高島平警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 高島平警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 高島平警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 5,000

警視庁 高島平警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 高島平警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 高島平警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 101,800

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 17,000

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 114,480

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 102,816

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 32,400

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 103,981

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723
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警視庁 光が丘警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 134,551

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 45,854

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 55,668

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 80,000

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 6,683

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 273,600

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 22,256

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,168

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 808,014

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,744,040

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 201,023

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,173

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 85,500

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 4,564

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 13,574

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,701,507

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 14,040

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 17,620

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,996

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 光が丘警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 上野警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 70,142

警視庁 上野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 上野警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 172,800

警視庁 上野警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,387,293

警視庁 上野警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 上野警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 上野警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,225
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警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,571

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 33,939

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 60,010

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 11,620

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,000

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 74,500

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 27,410

警視庁 上野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 上野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 44,712

警視庁 上野警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 496,430

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 62,640

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,831

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 62,211

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 51,062

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 57,679

警視庁 上野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,984

警視庁 上野警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 361,800

警視庁 上野警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 103,950

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 133,100

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,000

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 216

警視庁 上野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 827,415

警視庁 上野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 172,800

警視庁 上野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 8,424

警視庁 上野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,404

警視庁 上野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 64,253

警視庁 上野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 96,284

警視庁 下谷警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 下谷警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 下谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 下谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 280,657
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警視庁 下谷警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 19,956

警視庁 下谷警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 720

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 44,184

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 143,610

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 15,000

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 20,000

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,728

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 下谷警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 下谷警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 44,634

警視庁 下谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 69,000

警視庁 下谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 61,560

警視庁 下谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 12,855

警視庁 下谷警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 16,416

警視庁 下谷警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,056,875

警視庁 下谷警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 114,989

警視庁 下谷警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 35,443

警視庁 浅草警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 161,160

警視庁 浅草警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 239,400

警視庁 浅草警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 834,287

警視庁 浅草警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,571

警視庁 浅草警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 179,616

警視庁 浅草警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,000

警視庁 浅草警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 115,000

警視庁 浅草警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 500

警視庁 浅草警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 40,499

警視庁 浅草警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,480

警視庁 浅草警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 9,288

警視庁 浅草警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,072

警視庁 浅草警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 浅草警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,928

警視庁 浅草警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 浅草警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 568,613

警視庁 浅草警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,727,328
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警視庁 浅草警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 175,784

警視庁 浅草警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 浅草警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 浅草警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 135,000

警視庁 浅草警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 171,720

警視庁 浅草警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 29,070

警視庁 浅草警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 浅草警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 浅草警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 93,960

警視庁 浅草警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 98,280

警視庁 浅草警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 浅草警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 浅草警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 27,216

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 47,950

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 189,620

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 129,737

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,570,420

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 148,367

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 26,928

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 30,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 25,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 29,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 1,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 25,000

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,234

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 584,350

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,442

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 107,009

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,386

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 150,120

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913
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警視庁 蔵前警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 79,488

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,400

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 6,156

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 21,528

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 20

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,080

警視庁 蔵前警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 尾久警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 尾久警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 8,400

警視庁 尾久警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 54,156

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,140

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 351,556

警視庁 尾久警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,847

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 26,330

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 60,150

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 4,071

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 45,700

警視庁 尾久警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 171,000

警視庁 尾久警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 41,596

警視庁 尾久警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,111,112

警視庁 尾久警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 95,926

警視庁 尾久警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 70,470

警視庁 尾久警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 66,690

警視庁 尾久警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,240

警視庁 尾久警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 尾久警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 32,000

警視庁 南千住警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 南千住警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 568,659

警視庁 南千住警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 南千住警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500
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警視庁 南千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,883

警視庁 南千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 677,643

警視庁 南千住警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 190,000

警視庁 南千住警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 37,000

警視庁 南千住警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000

警視庁 南千住警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 10,260

警視庁 南千住警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 5,500

警視庁 南千住警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 35,650

警視庁 南千住警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,413,367

警視庁 南千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 42,760

警視庁 南千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 13,680

警視庁 南千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 95,964

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 27,360

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,021

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 7,801

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,177

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 11,014

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 21,000

警視庁 南千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 21,924

警視庁 南千住警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 南千住警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 南千住警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 荒川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 201,583

警視庁 荒川警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 434,690

警視庁 荒川警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 2,160

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 129,541

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 17,300

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 23,772

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 6,256

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,312

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 68,600

警視庁 荒川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 59,000
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警視庁 荒川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 7,713

警視庁 荒川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 9,612

警視庁 荒川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 54,720

警視庁 荒川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 荒川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 644,498

警視庁 荒川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 荒川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,281,213

警視庁 荒川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 139,910

警視庁 荒川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,077

警視庁 荒川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 137,181

警視庁 荒川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 42,000

警視庁 荒川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 9,696

警視庁 荒川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 荒川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 千住警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 95,424

警視庁 千住警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,032,366

警視庁 千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 39,330

警視庁 千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 265

警視庁 千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 129,347

警視庁 千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 60,987

警視庁 千住警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,368

警視庁 千住警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 78,408

警視庁 千住警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 81,000

警視庁 千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 13,480

警視庁 千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 136,889

警視庁 千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 千住警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,073

警視庁 千住警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 495,082

警視庁 千住警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 166

警視庁 千住警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 3,000

警視庁 千住警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,626

警視庁 千住警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654
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警視庁 千住警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 16,848

警視庁 千住警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 千住警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 西新井警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 西新井警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 128,400

警視庁 西新井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 西新井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 西新井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 99,250

警視庁 西新井警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 39,960

警視庁 西新井警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 72,360

警視庁 西新井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 38,880

警視庁 西新井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 46,332

警視庁 西新井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 西新井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,956

警視庁 西新井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,495,744

警視庁 西新井警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 25,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 83,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 70,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 78,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 11,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,200

警視庁 西新井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,069

警視庁 西新井警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 西新井警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 133,750

警視庁 西新井警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 193,267

警視庁 西新井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 西新井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 西新井警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,777,784

警視庁 西新井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 241,888

警視庁 西新井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 西新井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 855,289

警視庁 西新井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598
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警視庁 西新井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 75,600

警視庁 西新井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 西新井警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,670

警視庁 西新井警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 12,474

警視庁 西新井警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 25,110

警視庁 西新井警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 25,056

警視庁 西新井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 西新井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 西新井警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,700

警視庁 西新井警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 60,480

警視庁 西新井警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 西新井警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 西新井警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 80,850

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 145,160

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 844,292

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 30,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 40,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 583

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,690

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 60,505

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 59,400

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,342,472

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 270,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 94,392

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 417,960

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 223,833

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 64,152

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 30,650
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警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 23,000

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 綾瀬警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,453

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 383,400

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 74,520

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,463

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 848,173

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 101,000

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 73,000

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 27,718

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 20,000

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,491

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 58,500

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,428

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,390

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 69,206

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,637,735

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 211,390

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 812,735

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 297,027

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 130,000

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 5,000

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 竹の塚警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 深川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 108,000

警視庁 深川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 68,400
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警視庁 深川警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,836

警視庁 深川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 146,819

警視庁 深川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,909

警視庁 深川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 13,000

警視庁 深川警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 60,000

警視庁 深川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 90,000

警視庁 深川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 32,400

警視庁 深川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 77,000

警視庁 深川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 128,844

警視庁 深川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,809

警視庁 深川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,987

警視庁 深川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,403,304

警視庁 深川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 230,414

警視庁 深川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 深川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,199

警視庁 深川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 深川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 538,414

警視庁 深川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 41,095

警視庁 深川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 118

警視庁 深川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 深川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 732,024

警視庁 深川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,550

警視庁 深川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,840

警視庁 深川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 169,300

警視庁 深川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,883

警視庁 深川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 深川警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 46,368

警視庁 深川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,185

警視庁 深川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,481

警視庁 城東警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 448,200

警視庁 城東警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 180,000

警視庁 城東警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 152,820

警視庁 城東警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,836

警視庁 城東警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 111,980
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警視庁 城東警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,300

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,425

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 347,292

警視庁 城東警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 城東警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 49,680

警視庁 城東警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 31,430

警視庁 城東警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,157,333

警視庁 城東警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 城東警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 263,283

警視庁 城東警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 221,400

警視庁 城東警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,000

警視庁 城東警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 919,030

警視庁 城東警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 59,400

警視庁 城東警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 58,140

警視庁 城東警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 123,113

警視庁 城東警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,420

警視庁 城東警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 48,300

警視庁 城東警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 73,500

警視庁 本所警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 399,924

警視庁 本所警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 235,600

警視庁 本所警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 34,200

警視庁 本所警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 295,718

警視庁 本所警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,144,976

警視庁 本所警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 720
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警視庁 本所警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 本所警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 本所警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 本所警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 167,400

警視庁 本所警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 493,128

警視庁 本所警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 516,222

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 8,208

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 2,148

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 2,754

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 7,000

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 3,610

警視庁 本所警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 75,578

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,995

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,033

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 69,865

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 100,551

警視庁 本所警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 88,954

警視庁 本所警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 本所警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 44,541

警視庁 本所警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,666,580

警視庁 本所警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 110,160

警視庁 本所警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,069

警視庁 本所警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 12,578

警視庁 本所警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 42,555

警視庁 本所警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 本所警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 本所警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 本所警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 本所警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,433

警視庁 本所警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 62,985

警視庁 本所警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,350

警視庁 本所警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 本所警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651
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警視庁 本所警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,276,231

警視庁 本所警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 本所警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 向島警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 235,440

警視庁 向島警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 149,000

警視庁 向島警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 向島警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 720

警視庁 向島警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,454,376

警視庁 向島警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671

警視庁 向島警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 向島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 152,000

警視庁 向島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 13,000

警視庁 向島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 27,000

警視庁 向島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 向島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 185,760

警視庁 向島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 84,770

警視庁 向島警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 向島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 57,785

警視庁 向島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 35,586

警視庁 向島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 向島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 159,965

警視庁 向島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 118

警視庁 向島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 68,169

警視庁 向島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 160,983

警視庁 亀有警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 亀有警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 109,408

警視庁 亀有警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,854

警視庁 亀有警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 156,975

警視庁 亀有警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,050

警視庁 亀有警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 亀有警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 亀有警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 亀有警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 亀有警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 85,332
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警視庁 亀有警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 106,714

警視庁 亀有警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 83,950

警視庁 亀有警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 17,000

警視庁 亀有警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 91,000

警視庁 亀有警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 71,064

警視庁 亀有警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 180,000

警視庁 亀有警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671

警視庁 亀有警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 亀有警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 594,203

警視庁 亀有警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,960,901

警視庁 亀有警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 亀有警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 亀有警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 264,497

警視庁 亀有警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671

警視庁 亀有警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 亀有警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 120,372

警視庁 亀有警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 亀有警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 亀有警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 695,441

警視庁 亀有警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 亀有警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 65,880

警視庁 亀有警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 61,560

警視庁 亀有警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 37,686

警視庁 亀有警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 424

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 9,331

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 19,906

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,996

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,626

警視庁 亀有警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 亀有警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 214,369

警視庁 亀有警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,243

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,671
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警視庁 葛飾警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,311

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,340

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 121,564

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 576

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 633,044

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 98,555

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 1,900

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 118,451

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 1,281

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 23,680

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 126,834

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,682

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 691

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,506

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 93,623

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,947,135

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 232,681

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 901

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 201,960

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 83,536

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 90,241

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 42,962

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 葛飾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 94,650

警視庁 小松川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 97,100

警視庁 小松川警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,520
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警視庁 小松川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,029

警視庁 小松川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,453

警視庁 小松川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 6,690

警視庁 小松川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 13,380

警視庁 小松川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 83,597

警視庁 小松川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 4,300

警視庁 小松川警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 222,420

警視庁 小松川警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 49,395

警視庁 小松川警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 小松川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 65,000

警視庁 小松川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 50,000

警視庁 小松川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 小松川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 45,000

警視庁 小松川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,702

警視庁 小松川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 203,901

警視庁 小松川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 450,763

警視庁 小松川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 小松川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,745

警視庁 小松川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,824,091

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 258,860

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,196

警視庁 小松川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 小松川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 小松川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 小松川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 515,743

警視庁 小松川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,678

警視庁 小松川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 101,520

警視庁 小松川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 小松川警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 小松川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,077

警視庁 小松川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369
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警視庁 小岩警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 105,840

警視庁 小岩警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,270

警視庁 小岩警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 43,427

警視庁 小岩警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 10,788

警視庁 小岩警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 30,505

警視庁 小岩警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,028

警視庁 小岩警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,446

警視庁 小岩警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 小岩警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 小岩警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 174,876

警視庁 小岩警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 小岩警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 190,840

警視庁 小岩警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 51,741

警視庁 小岩警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 9,914

警視庁 小岩警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 13,060

警視庁 小岩警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 14,826

警視庁 小岩警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 690,314

警視庁 小岩警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,702

警視庁 小岩警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 487,080

警視庁 小岩警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小岩警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小岩警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,985

警視庁 小岩警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,358,239

警視庁 小岩警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 171,156

警視庁 小岩警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 34,603

警視庁 小岩警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 48,620

警視庁 小岩警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 254,386

警視庁 小岩警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 小岩警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 186,147

警視庁 小岩警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 207

警視庁 小岩警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小岩警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小岩警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,483

警視庁 小岩警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699
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警視庁 葛西警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,225

警視庁 葛西警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,702

警視庁 葛西警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 葛西警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 葛西警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,757

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 50,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 2,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 50,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 20,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 50,000

警視庁 葛西警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 34,144

警視庁 葛西警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 64,108

警視庁 葛西警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,270

警視庁 葛西警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,913

警視庁 葛西警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 893,425

警視庁 葛西警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 葛西警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 38,980

警視庁 葛西警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,528,211

警視庁 葛西警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,222

警視庁 葛西警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 235,937

警視庁 葛西警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 葛西警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,940

警視庁 葛西警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 39,330

警視庁 葛西警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 18,182

警視庁 葛西警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,530

警視庁 葛西警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 86

警視庁 葛西警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 497,813

警視庁 葛西警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 17,940

警視庁 葛西警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 28,815

警視庁 葛西警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,397

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 305,100

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 177,120

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 10,033
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警視庁 南大沢警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,240

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,512

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 26,820

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 47,605

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,439,952

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,132

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 162,300

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,603,447

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 130,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 30,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 8,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 14,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 30,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,228

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 499,964

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,618

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 95,366

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 147,266

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,897

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,734

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,604

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,058

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,604
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警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,604

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,196

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 34,900

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,883

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 207,705

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,237

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 25,803

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 18,364

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 85,664

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 182,187

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 51,932

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,000

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 156,600

警視庁 南大沢警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 高尾警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 68,040

警視庁 高尾警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 58,200

警視庁 高尾警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 14,950

警視庁 高尾警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 150,000

警視庁 高尾警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 28,732

警視庁 高尾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 高尾警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 高尾警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 168,480

警視庁 高尾警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,982

警視庁 高尾警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 高尾警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 高尾警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 12,000

警視庁 高尾警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 20,000
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警視庁 高尾警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 6,000

警視庁 高尾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,907

警視庁 高尾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 高尾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 19,398

警視庁 高尾警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 高尾警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,237,554

警視庁 高尾警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 187,542

警視庁 高尾警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,101

警視庁 高尾警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,712

警視庁 高尾警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 55,852

警視庁 高尾警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 97

警視庁 高尾警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,275,347

警視庁 高尾警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,258

警視庁 高尾警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 270,965

警視庁 高尾警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 高尾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 5,000

警視庁 高尾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 高尾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 高尾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,112

警視庁 高尾警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 81,330

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,624

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 102,222

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 46,440

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 48,600

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,457,387

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,512

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 120,587

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 133,349

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 1,000

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 831
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警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 34,430

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 11,005

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 28,000

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 7,000

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,711,419

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 5,000

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,526

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,747

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,316,091

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 200,494

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 89,200

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,840

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 33,417

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 28,055

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 21,770

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,140

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 9,282

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 175,861

警視庁 多摩中央警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 260,820

警視庁 東大和警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 14,803

警視庁 東大和警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 20,000

警視庁 東大和警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 51,811

警視庁 東大和警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,911

警視庁 東大和警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,832

警視庁 東大和警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,066

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 464

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 26,848
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警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 45,000

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 25,273

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,844

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 東大和警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,530

警視庁 東大和警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 東大和警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,890

警視庁 東大和警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 159,714

警視庁 東大和警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 39,330

警視庁 東大和警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 64,875

警視庁 東大和警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,736

警視庁 東大和警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,147

警視庁 東大和警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 169,671

警視庁 東大和警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,435,878

警視庁 東大和警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 12,528

警視庁 東大和警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 13,932

警視庁 東大和警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 163,592

警視庁 東大和警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 543,825

警視庁 東大和警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 42,579

警視庁 東大和警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 11,664

警視庁 東大和警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,832

警視庁 東大和警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 100,617

警視庁 東大和警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,673

警視庁 東大和警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 442

警視庁 東大和警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 468,209

警視庁 東大和警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,000

警視庁 東大和警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,905

警視庁 青梅警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 青梅警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 青梅警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,995

警視庁 青梅警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 30,453

警視庁 青梅警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,419

警視庁 青梅警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,995

警視庁 青梅警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,995
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警視庁 青梅警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,995

警視庁 青梅警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,665

警視庁 青梅警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,665

警視庁 青梅警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 青梅警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,773

警視庁 青梅警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 青梅警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 青梅警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,372

警視庁 青梅警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 42,864

警視庁 青梅警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 29,851

警視庁 青梅警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 7,200

警視庁 青梅警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 437

警視庁 青梅警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,968

警視庁 青梅警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 155,300

警視庁 青梅警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 18,510

警視庁 青梅警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,019

警視庁 青梅警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 青梅警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,450,216

警視庁 青梅警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 162,008

警視庁 青梅警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 青梅警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 37,757

警視庁 青梅警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,984

警視庁 青梅警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 225,504

警視庁 青梅警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,648

警視庁 青梅警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,665

警視庁 青梅警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 924,241

警視庁 青梅警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 143,990

警視庁 青梅警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,659

警視庁 青梅警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,202

警視庁 青梅警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,060

警視庁 青梅警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,035

警視庁 青梅警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 青梅警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,807

警視庁 青梅警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,035
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警視庁 青梅警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 青梅警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,585

警視庁 青梅警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 657,002

警視庁 五日市警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 18,839

警視庁 五日市警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 五日市警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,893

警視庁 五日市警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 7,722

警視庁 五日市警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,176

警視庁 五日市警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 124,200

警視庁 五日市警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 1,500

警視庁 五日市警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 8,300

警視庁 五日市警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 21,529

警視庁 五日市警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 29,100

警視庁 五日市警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 215,000

警視庁 五日市警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 68,800

警視庁 五日市警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 30,000

警視庁 五日市警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 403,558

警視庁 五日市警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,207,253

警視庁 五日市警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 35,337

警視庁 五日市警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 五日市警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 86,150

警視庁 五日市警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 五日市警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 22,300

警視庁 五日市警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,736

警視庁 五日市警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 五日市警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 181,332

警視庁 五日市警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 103,680

警視庁 五日市警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 21,276

警視庁 五日市警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 25,056

警視庁 五日市警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,728

警視庁 五日市警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 福生警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 61,700

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,531

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,531
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警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,920

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,839

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,839

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,110

警視庁 福生警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,110

警視庁 福生警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 12,096

警視庁 福生警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,924

警視庁 福生警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 32,400

警視庁 福生警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,893

警視庁 福生警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 709,368

警視庁 福生警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 10,000

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 35,311

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 16,567

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 15,545

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,721

警視庁 福生警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,000

警視庁 福生警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 74,107

警視庁 福生警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,968

警視庁 福生警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 5,320

警視庁 福生警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 75,200

警視庁 福生警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,839

警視庁 福生警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,893

警視庁 福生警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 323,400

警視庁 福生警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,342,798

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 55,674

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,702

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 242,545

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 福生警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 福生警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,440

警視庁 福生警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,203

警視庁 福生警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 87,342
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警視庁 福生警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 252,126

警視庁 福生警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,162

警視庁 福生警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,509

警視庁 福生警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 25,334

警視庁 福生警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,814

警視庁 福生警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,969

警視庁 福生警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,814

警視庁 福生警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,213

警視庁 福生警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 福生警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,110

警視庁 福生警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,949

警視庁 福生警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,154

警視庁 福生警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,543

警視庁 福生警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,511

警視庁 福生警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,915

警視庁 八王子警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 八王子警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,185

警視庁 八王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 108,162

警視庁 八王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 131,074

警視庁 八王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,770

警視庁 八王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,056

警視庁 八王子警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,168

警視庁 八王子警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 403,920

警視庁 八王子警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 107,466

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 88,668

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 23,400

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 14,434

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 30,000

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 16,263

警視庁 八王子警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 八王子警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 202,900

警視庁 八王子警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 259,200
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警視庁 八王子警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 27,284

警視庁 八王子警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,421,189

警視庁 八王子警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,264,200

警視庁 八王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 110,700

警視庁 八王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,403

警視庁 八王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,369

警視庁 八王子警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 八王子警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 157,291

警視庁 八王子警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 47,930

警視庁 八王子警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 40,000

警視庁 八王子警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,835,299

警視庁 八王子警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,712

警視庁 八王子警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 44,717

警視庁 八王子警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 9,720

警視庁 八王子警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 7,452

警視庁 八王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 100,753

警視庁 八王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 118,560

警視庁 八王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 八王子警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,855

警視庁 町田警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 324,000

警視庁 町田警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 57,456

警視庁 町田警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 93,960

警視庁 町田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 207,532

警視庁 町田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 93,640

警視庁 町田警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 67,820

警視庁 町田警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 286,806

警視庁 町田警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 188,049

警視庁 町田警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 17,365

警視庁 町田警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 38,199

警視庁 町田警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 646,514

警視庁 町田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 6,480

警視庁 町田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 8,745

警視庁 町田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 48,200

警視庁 町田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 189,100
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警視庁 町田警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 9,940

警視庁 町田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,264

警視庁 町田警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 7,576

警視庁 町田警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 町田警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 137,036

警視庁 町田警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 24,013

警視庁 町田警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,619

警視庁 町田警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,227,345

警視庁 町田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 253,800

警視庁 町田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 町田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,973

警視庁 町田警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 259,012

警視庁 町田警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,190

警視庁 町田警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,775

警視庁 町田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 16,037

警視庁 町田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 32

警視庁 町田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 町田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 町田警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 14,805

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 143,640

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,693

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,440

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,675

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,651

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,699

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,654

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,053

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,498

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958
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警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 23,081

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,243

警視庁 町田警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,968

警視庁 日野警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 4,037

警視庁 日野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 130,000

警視庁 日野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,467

警視庁 日野警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 日野警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 日野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 45,420

警視庁 日野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 82,680

警視庁 日野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 63,720

警視庁 日野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 90,180

警視庁 日野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 17,766

警視庁 日野警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,080

警視庁 日野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 60,590

警視庁 日野警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 日野警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 日野警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 177,684

警視庁 日野警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,299,861

警視庁 日野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 203,281

警視庁 日野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,006

警視庁 日野警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 185,760

警視庁 日野警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 177,583

警視庁 日野警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,776

警視庁 日野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 572

警視庁 日野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,104,814

警視庁 日野警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 93,902

警視庁 日野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,160

警視庁 日野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,000

警視庁 日野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 日野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,254

警視庁 日野警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,598

警視庁 日野警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,749
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警視庁 昭島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 14,200

警視庁 昭島警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 155,520

警視庁 昭島警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 155,520

警視庁 昭島警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 昭島警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,024

警視庁 昭島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 10,000

警視庁 昭島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 5,180

警視庁 昭島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 30,000

警視庁 昭島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 86,400

警視庁 昭島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,240

警視庁 昭島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 昭島警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 70,200

警視庁 昭島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 57,456

警視庁 昭島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 38,880

警視庁 昭島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 11,062

警視庁 昭島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,027

警視庁 昭島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 6,064

警視庁 昭島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 39,800

警視庁 昭島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 150,316

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,322

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,322

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 678

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,725

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 641,015

警視庁 昭島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,066,535

警視庁 昭島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 43,860

警視庁 昭島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 360

警視庁 立川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,915

警視庁 立川警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,729

警視庁 立川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 10,686

警視庁 立川警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 174,019

警視庁 立川警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,706

警視庁 立川警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,012

警視庁 立川警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,586
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警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 15,000

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 1,500

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 37,700

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 24,840

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 4,895

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 立川警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 立川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 167,580

警視庁 立川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,132

警視庁 立川警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 3,672

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 61,560

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 176,200

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,060

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 90,876

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 9,960

警視庁 立川警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 19,920

警視庁 立川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,915

警視庁 立川警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,893

警視庁 立川警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,379,670

警視庁 立川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 99,910

警視庁 立川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 15,350

警視庁 立川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 立川警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 331,340

警視庁 立川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 立川警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,799

警視庁 立川警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 50,760

警視庁 立川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 191

警視庁 立川警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,098,437

警視庁 立川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,050

警視庁 立川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 4,086

警視庁 立川警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 208,440

警視庁 立川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,563

警視庁 立川警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,427
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警視庁 府中警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,993

警視庁 府中警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,064

警視庁 府中警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,196

警視庁 府中警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,112

警視庁 府中警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,025

警視庁 府中警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,172,767

警視庁 府中警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,993

警視庁 府中警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 129,392

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 74,360

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 26,339

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 70,000

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 2,000

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 2,000

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 34,500

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 20,000

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 5,819

警視庁 府中警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 29,720

警視庁 府中警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 22,177

警視庁 府中警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 26,491

警視庁 府中警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 237,600

警視庁 府中警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 302,400

警視庁 府中警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 149,110

警視庁 府中警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,993

警視庁 府中警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 2,484

警視庁 府中警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,132

警視庁 府中警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 222,243

警視庁 府中警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,323

警視庁 府中警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,323

警視庁 府中警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 69,120

警視庁 府中警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 101,800

警視庁 府中警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 40,000

警視庁 府中警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 73,710

警視庁 府中警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 190
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警視庁 府中警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,023,342

警視庁 府中警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,462

警視庁 府中警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 府中警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,135

警視庁 府中警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,993

警視庁 小金井警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 99,360

警視庁 小金井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 小金井警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,822

警視庁 小金井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,619

警視庁 小金井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,627

警視庁 小金井警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,163

警視庁 小金井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 354,493

警視庁 小金井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,453,766

警視庁 小金井警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 60,002

警視庁 小金井警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 107,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 60,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被服の調製に要する経費 2,800

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 19,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 34,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 12,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,596

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,021

警視庁 小金井警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,053

警視庁 小金井警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 109,056

警視庁 小金井警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,070

警視庁 小金井警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 21,070

警視庁 小金井警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 小金井警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 小金井警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 小金井警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 45,818

警視庁 小金井警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 26,000

警視庁 小金井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 小金井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 203,979
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警視庁 小金井警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,596

警視庁 小金井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 475,200

警視庁 小金井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,833

警視庁 小金井警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 41,558

警視庁 小金井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 9,671

警視庁 小金井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 895,040

警視庁 小金井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,168

警視庁 小金井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 691

警視庁 小金井警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 115,264

警視庁 小金井警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 200,340

警視庁 小金井警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 3,600

警視庁 小金井警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,294

警視庁 田無警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 田無警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 83,640

警視庁 田無警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,304

警視庁 田無警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,887

警視庁 田無警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田無警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田無警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,133

警視庁 田無警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 150,000

警視庁 田無警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,263,677

警視庁 田無警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 60,000

警視庁 田無警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 40,000

警視庁 田無警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 16,000

警視庁 田無警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 37,306

警視庁 田無警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 36,000

警視庁 田無警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,351

警視庁 田無警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 64,800

警視庁 田無警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,298

警視庁 田無警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 58,860

警視庁 田無警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 21,586

警視庁 田無警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 73,602

警視庁 田無警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 15,578

警視庁 田無警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972
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警視庁 田無警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,132

警視庁 田無警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,960,474

警視庁 田無警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 321,572

警視庁 田無警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,909

警視庁 田無警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 76,334

警視庁 田無警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 10,508

警視庁 田無警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 18,766

警視庁 田無警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 88,347

警視庁 田無警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田無警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田無警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 572,103

警視庁 田無警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,388

警視庁 田無警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,239

警視庁 田無警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,304

警視庁 田無警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 206,463

警視庁 田無警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,200

警視庁 田無警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,181

警視庁 東村山警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 164,590

警視庁 東村山警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 106,879

警視庁 東村山警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,487

警視庁 東村山警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 318,600

警視庁 東村山警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,936

警視庁 東村山警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,018

警視庁 東村山警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,220

警視庁 東村山警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 東村山警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 281,817

警視庁 東村山警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4

警視庁 東村山警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,464

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 23,200

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 14,860

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 14,141

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 22,903

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,220

警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 14,610
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警視庁 東村山警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,958

警視庁 東村山警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 63,200

警視庁 東村山警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,456

警視庁 東村山警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 35,700

警視庁 東村山警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,298

警視庁 東村山警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 299,030

警視庁 東村山警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,240

警視庁 東村山警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 77,616

警視庁 東村山警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 38,755

警視庁 東村山警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,794,794

警視庁 東村山警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 3,499

警視庁 東村山警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 227,086

警視庁 東村山警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,464

警視庁 東村山警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 50,077

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 194,400

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 24,753

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,549

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 69,903

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 62,000

警視庁 東村山警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,464

警視庁 東村山警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 東村山警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,397

警視庁 東村山警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 212,076

警視庁 東村山警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,961

警視庁 東村山警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,462

警視庁 東村山警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,800

警視庁 東村山警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 518,550

警視庁 東村山警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,628

警視庁 東村山警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,723

警視庁 東村山警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 56,160

警視庁 東村山警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,916

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 39,852

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 150,160

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 27,500
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警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,440

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,440

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,440

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,684,956

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 80,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 50,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 34,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 3,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 825

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,800

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 18,560

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,807

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 72,360

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 131,825

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 108,546

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 24,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,131

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,014,899

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,464

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,217

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,833

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,440

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 347,673

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,815

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 97

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,076,376

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 58,480

警視庁 武蔵野警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 74,520

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 88,250
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警視庁 三鷹警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 25,000

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,283

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,027

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,143,918

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 100,000

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 20,000

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 10,000

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,000

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,100,164

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 185,544

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,283

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,719

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,330

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 247,678

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 102,672

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,295

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,306

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,323

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 197,640

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 137

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 12,830

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,830

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 41,149

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,613

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,613

警視庁 三鷹警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 99,792

警視庁 調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,117,533

警視庁 調布警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,217

警視庁 調布警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,493

警視庁 調布警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,119

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 87,223

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 54,000

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 506
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警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 20,000

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 11,127

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 84,800

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 20,720

警視庁 調布警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 36,000

警視庁 調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 15,600

警視庁 調布警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 101,376

警視庁 調布警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,514

警視庁 調布警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,860

警視庁 調布警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,749

警視庁 調布警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,863

警視庁 調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 164,010

警視庁 調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 57,000

警視庁 調布警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,150,961

警視庁 調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 282,118

警視庁 調布警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,175

警視庁 調布警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 61,414

警視庁 調布警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,823

警視庁 調布警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 15,293

警視庁 調布警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 50,000

警視庁 調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,175

警視庁 調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,801

警視庁 調布警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 901,138

警視庁 調布警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,700

警視庁 調布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,638

警視庁 調布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,529

警視庁 調布警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,365

警視庁 調布警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,889

警視庁 小平警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 47,400

警視庁 小平警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,132

警視庁 小平警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972
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警視庁 小平警察署 平成30年03月06日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,401

警視庁 小平警察署 平成30年03月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 250,312

警視庁 小平警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 958,058

警視庁 小平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 39,253

警視庁 小平警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,407

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 70,000

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 70,000

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 交際費 一般管理費に要する経費 37,000

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 報償費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 60,000

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 29,800

警視庁 小平警察署 平成30年03月13日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 6,000

警視庁 小平警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 62,640

警視庁 小平警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,679

警視庁 小平警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 小平警察署 平成30年03月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,448

警視庁 小平警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,563,500

警視庁 小平警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,250

警視庁 小平警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 83,030

警視庁 小平警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 76,472

警視庁 小平警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 211,680

警視庁 小平警察署 平成30年03月22日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 180,360

警視庁 小平警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,540

警視庁 小平警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,897

警視庁 小平警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 723,878

警視庁 小平警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 7,560

警視庁 小平警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 7,560

警視庁 小平警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 77,974

警視庁 小平警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 地域警察活動に要する経費 500

警視庁 小平警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,755

警視庁 小平警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 小平警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 38,900

警視庁 小平警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,645

警視庁 大島警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 56,517

警視庁 大島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 386,400
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警視庁 大島警察署 平成30年03月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 35,365

警視庁 大島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 14,816

警視庁 大島警察署 平成30年03月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,728

警視庁 大島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,650

警視庁 大島警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 972

警視庁 大島警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 16,524

警視庁 新島警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 40,018

警視庁 新島警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 9,376

警視庁 新島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 9,106

警視庁 新島警察署 平成30年03月27日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,620

警視庁 新島警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,404

警視庁 新島警察署 平成30年03月29日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,400

警視庁 新島警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 75,600

警視庁 三宅島警察署 平成30年03月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 備品購入費 施設の管理に要する経費 297,734

警視庁 三宅島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 6,130

警視庁 三宅島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 250,560

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 40,240

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月05日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 33,933

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 5,914

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 10,044

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 262,653

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 33,480

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 18,144

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 44,800

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月26日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,640

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月28日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 11,975

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 262,980

警視庁 八丈島警察署 平成30年03月30日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 19,440

警視庁 小笠原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 95,256

警視庁 小笠原警察署 平成30年03月12日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,490

警視庁 小笠原警察署 平成30年03月19日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 42,033

警視庁 小笠原警察署 平成30年03月20日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 205,200

警視庁 小笠原警察署 平成30年03月23日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 20,000

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 統計分析研修 2,200
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東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 役務費 火災報告等ｵﾝﾗｲﾝ処理ｼｽﾃﾑ利用ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約（２月分） 7,344

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 行政情報サービス（ｉＪＡＭＰ）の受信（２月分） 43,200

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 時事ゼネラルニュースの受信（２月分） 398,196

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 携帯用コンピューターほか１点の賃借（２月分） 7,857

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 86,642

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 14,040

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京消防庁消防力整備支援システム更新委託 4,330,800

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１～２月分） 15,135

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２～３月分） 7,800

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 面接官研修旅費 970

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 新聞記事等の情報検索（単価契約）（２月分） 32,983

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(議会棟･2月分) 20,250

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 49,197

東京消防庁 企画調整部 企画課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ｱｼﾞｱ消防長協会(IFCAA)総会等語学ｽﾀｯﾌ養成研修旅費 4,842

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パンチほか１点の買入れ 110,700

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 39,788

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 81,466

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(1月分) 14,040

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 予算資料ほか２点の印刷 523,476

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度職務実践能力向上研修旅費 1,276

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第３２０期初級幹部研修旅費 11,120

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 広報紙「広報とうきょう消防」第２８号の印刷 3,174,526

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 広報紙「広報とうきょう消防」第２８号の印刷 174,940

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特殊用途自動車配置換えの自動車検査証変更登録手数料 350

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 防災学習装置の新設ほか２点の制作委託 33,480,000

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レールほか１９点の買入れ 886,302

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 写真機ほか５点の買入れ 118,562

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 粘着テープほか１点の買入れ 2,570

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修派遣旅費（広報業務担当者養成） 2,890

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ポーチの買入れ 604,800

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 鉛筆の買入れ 395,280

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 8,515

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 リーフレット（外国人旅行者向け）６点の印刷 817,354

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 ホームページコンテンツ作成委託（２月分） 237,600
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東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 デジタルサイネージを活用した業務委託（１月分） 92,880

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 電子プリンターの賃借（長期継続契約）（２月分） 174,528

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 電子プリンターほか３点の借入れ（２月分） 42,120

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 92,206

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 広報紙「広報とうきょう消防」の配布委託(単価契約) 9,182,617

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（広報課・１１月分） 61,945

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度防災思想普及事業補助事業(第４四半期) 669,716

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 地震動早期警報装置の情報提供（２月分） 27,842

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 地震動早期警報装置の賃借（２月分） 20,250

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パンフレット３点の印刷 1,134,000

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 ブルーレイレコーダーの買入れ 181,872

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 付せん紙の買入れ 997,920

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 平成30年春の火災予防運動のお礼文発送郵送料 5,248

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 平成２９年度インターネット調査委託 1,583,280

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 情報伝達サービスの利用（２月分） 125,280

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 標示票の印刷 264,060

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 上衣(一般隊員用・大人用)ほか７点の買入れ 2,135,138

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（第３期予防技術研修） 7,564

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（第３１８期初級幹部研修） 13,600

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（第３１７期初級幹部研修） 13,600

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 パーソナルコンピューターの買入れ 349,920

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 広報紙「広報とうきょう消防」第28号記念品発送郵送料 16,660

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 データ送受信器の通信サービスの利用料金（２月分） 4,315

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（一般職非常勤・１月分） 7,906

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 外国人旅行者向け消防広報ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ発送郵送料 190,650

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 インターネット接続サービス（２月分） 24,624

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 広報紙「広報とうきょう消防」企画案審査会の報償金 13,400

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費(第２期現任副士長スキルアップ特別研修) 1,734

東京消防庁 企画調整部
オリンピック・パラ
リンピック準備室

平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 データ送受信器通信サービス利用料金の支出(１月分） 5,944

東京消防庁 企画調整部
オリンピック・パラ
リンピック準備室

平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 97,200

東京消防庁 企画調整部
オリンピック・パラ
リンピック準備室

平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 42,455

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 消防大学校新任教官科（第１１期）への研修派遣経費 20,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 封筒3点の買入れ 164,160

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

タグ操船シミュレーター研修に係る経費 194,400
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東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

筑波大学大学院への研修派遣に係る入学料 282,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

ゴンドラ取扱業務研修（埼玉支店分）に係る経費 6,500

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 上級幹部研修旅費 10,323

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 業務説明会等の実施に伴う旅費（福岡会場） 443,730

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 業務説明会等の実施に伴う旅費（福岡会場） 117,248

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 郵便切手の買入れ 3,280

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

首都大学東京大学院への研修派遣に係る入学料 141,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）１月分 21,663

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジ２点の買入れ 85,860

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ2点の買入れ 181,440

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職場内指導（ＯＪＴ）技術向上本部教養に係る経費 345,600

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職場内指導（ＯＪＴ）技術向上本部教養に係る経費 43,740

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

政策研究大学院大学への委託研修派遣に係る入学料 564,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

重機操作技術レベルアップ教養研修への研修派遣経費 296,907

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

二等航空整備士養成研修に係る経費 1,206,235

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 8,039

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

回転翼航空機整備士養成委託研修に係る経費 1,340,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 回転翼航空機整備士養成委託研修に係る経費 135,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 小型双発模擬回転翼飛行訓練研修委託 2,175,120

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 名簿の印刷 364,500

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

回転翼航空機操縦士計器飛行研修（２月期）に係る経費 122,850

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 演台カバーほか１点の買入れ 281,340

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 演台カバーの買入れ 140,400

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 付せん紙（強粘着）ほか１０点の買入れ 97,956

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 求人開拓の実施に伴う旅費（九州地区） 124,672

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 電子プリンターほか２点の買入れ 50,760

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

大学医学部付属病院等への研修派遣に係る経費 3,132,685

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

大学医学部付属病院等への研修派遣に係る経費 60,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

大学医学部付属病院等への研修派遣に係る経費 60,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

コンクリート破砕器作業主任者養成研修への派遣経費 335,900

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 郵便切手２点の買入れ 6,560

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

タグ操船教養研修に係る経費 942,192

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

東京理科大学大学院への委託研修派遣経費 1,500,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

小型船舶操縦者養成研修に係る経費 680,400
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東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 賞状５点の筆耕（単価契約）２月分 10,368

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 バスの借上げ 123,559

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 英語対応救急隊員育成英会話研修旅費 8,340

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（非常勤職員・２月分） 6,845

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

無線通信技術者養成委託研修に係る経費 25,100

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 賞状１３点の筆耕（単価契約）２月分 195,609

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 職員採用に係るＰＲ活動業務支援委託企画案審査会謝金 17,900

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

清水海上技術短期大学校への研修派遣に係る学資金 57,050

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（９月分） 37,727

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（９月分） 5,070

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１０月分） 59,381

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１０月分） 4,409

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 消防功労者消防庁長官表彰伝達式の実施に伴う経費 117,376

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 つい立の買入れ 988,200

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 後納郵便料の支出（２月分） 101,009

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 後納郵便料の支出（２月分） 8,282

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

音楽隊研修派遣に係る経費 128,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

職務実践能力向上研修、行政経営研修に係る経費 4,230,200

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

海技従事者養成委託研修派遣に係る受講料 904,654

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

大学医学部付属病院等への研修派遣に係る経費 300,000

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

東京大学への研修派遣に係る授業料 173,400

東京消防庁 人事部 服務監察課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡等旅費（１月分） 8,606

東京消防庁 人事部 服務監察課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 28,177

東京消防庁 人事部 服務監察課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 4,555

東京消防庁 人事部 服務監察課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡等旅費（１月分） 9,780

東京消防庁 人事部 服務監察課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 4,972

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 前渡金（郵便料金）の支出及び精算について 900

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 東京消防庁退職管理委員会の実施に伴う講師謝金 13,400

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 46,964

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 22,886

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 退職費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 4,946

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ装置ほか２点の賃借（1月分） 7,035

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ２点の買入れ 27,918

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １１月分事務連絡旅費 48,036
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東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 7,004

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 役務費 郵便切手の買入れに伴う支出 10,660

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月） 696

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 9,443

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 退職手当及年金費 恩給費 役務費 恩給受給権調査票等の送付に係る郵便料金の支出 26,280

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 １２月分事務連絡旅費（防災特別指導員・防災相談員） 30,307

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月） 41,751

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 541,080

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について（３月分） 277,344

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 基本検査ほか４７点検査等委託（単価契約）１月分 1,923,156

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 3,884

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 緑町第一・第二家族待機宿舎ほか６か所樹木の手入れ 1,863,324

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 上高田指定待機宿舎ほか２か所樹木の手入れ 151,956

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 Ｂ型肝炎抗体確認検査ほか２点接種委託（単価）１月分 9,288,324

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡について（２月分） 1,080

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 庁舎消毒業務委託（１２月分） 15,797

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

職員互助組合２月分事業運営交付金 6,668,295

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１１月分） 82,007

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１１月分） 23,798

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京消防庁スクワール麹町ボイラー設備ばい煙測定委託 129,600

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 94,960

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 消毒殺菌剤４点の買入れ 2,757,024

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費 報償費 弁護士及び専門カウンセラーへの報償費の支払い3月分 191,416

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費 報償費 弁護士及び専門カウンセラーへの報償費の支払い3月分 10,984

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 和泉指定待機宿舎ほか８か所雑排水管洗浄委託 276,480

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 7,369

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

職員互助組合３月分事業運営交付金 13,478,125

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 庁舎消毒業務委託（１月分） 15,797

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 空気環境測定委託（１月分） 122,472

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 フィルター２点の買入れ（３月分） 22,464

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 メンタルヘルス相談業務委託（２月分） 369,932

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 消火器リサイクルシールの買入れ 14,400

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 東京消防庁産業医報酬（２月分） 126,000

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 東京消防庁産業医報酬（２月控除分） 6,000
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東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 東京消防庁精神科医報酬（２月分） 126,000

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 東京消防庁精神科医報酬（２月控除分） 6,000

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 デブリーファー等本部教養実施に伴う報償費 86,020

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 デブリーファー等本部教養実施に伴う報償費（控除分） 9,780

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡ついて(３月分) 451,764

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 マットレスの乾燥及び消毒業務委託（単価契約）２月分 736,986

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第41回消防職員意見発表会特別審査員に支払う謝金支出 47,600

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 委託料 口腔清浄器点検委託（その１） 470,880

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 軽油の買入れについて 43,190

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 8,150

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 委託料 消防活動分析管理システムのソフトウェア変更委託 10,712,520

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 動力ポンプ（Ｂ－２級、消防隊用）外２点の買入れ 51,307,020

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 掲示板の買入れ 226,800

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 給油機（緊急用バッテリー可搬式）の買入れ 1,850,688

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 蓄電池の買入れ 47,520

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 そうじ機の買入れ 631,800

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 水中ポンプほか１点の買入れ 142,624

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ（ｶﾗｰ）に関する契約（単価契約） 14,706

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 188,731

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 車両用燃料の買入れに係る資金前渡について（３月分） 10,000

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 頭上ライトの買入れ 3,258,850

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 芯ホルダー（藍）ほか６点の買入れ 711,747

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第318・319期初級幹部研修(消防司令補新任課程)旅費 31,364

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第55期上級幹部研修(消防司令長)旅費 7,335

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第18期実火災体験型指導者養成特別研修旅費 2,370

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷却ベストの買入れ 994,486

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 靴カバー２点の買入れ 707,616

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 テント（空気膨張式）ほか３点の買入れ 12,548,520

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 照明灯の買入れ 388,800

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 熱画像直視器の買入れ 1,852,416

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 標示テープ2点の買入れ 991,731

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 306,180

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 放水銃ほか１点の買入れ 5,637,600

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 現場図面用紙ほか１０点の印刷 1,645,245
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東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 面接官研修旅費 538

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 地図７点の買入れ 1,181,142

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 用せん挟みの買入れ 171,072

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 腕章４点の買入れ 1,437,264

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 ろ過機（逆浸透膜方式）の点検委託 149,040

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 15,866

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 救助作業用具（救助用支柱）の買入れ 21,389,400

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 バール（救助用バール）の買入れ 1,260,230

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 放水銃（可搬式消火器具・タンク付）の買入れ 5,136,480

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 替刃（切断機）ほか５点の買入れについて 1,943,676

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 使用料及賃借料 映像伝送装置の借入れ（２月分） 111,672

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 映像伝送装置回線利用料(２月分) 274,428

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(1月分) 18,112

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 ポンプ（電動油圧式）ほか２点の買入れ 1,611,360

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 旗（指揮本部旗・移動用）ほか２点の買入れ 282,290

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ（ｶﾗｰ）に関する契約（単価契約）２月分 16,310

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ちりよけかご（低水位対応吸管ストレーナ用）の買入れ 194,400

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 安全チョッキ（ＬＥＤ付き）の買入れ 174,960

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 23,461

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 特殊防火衣（耐熱服）の買入れ 1,517,400

東京消防庁 警防部 警防課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 滑車ほか1点の買入れ 10,605

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 担架ほか２点の買入れ 8,386,308

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 カバーの買入れ 153,964

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 岩石の買入れ 432,000

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 トイレットペーパーほか２９点の買入れ 376,488

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 報償費 警防業務事故再発防止対策検討部会委員報酬の支出 107,200

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ゴム手袋２点の買入れ 1,897,560

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 14,709

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 15,600

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分） 638

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 97,744

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 19,475

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１２月分） 638

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 カバーほか１点の買入れ 2,937,600
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東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 マット（安全マット）ほか１点の買入れ 7,151,760

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 はさみの買入れ 110,160

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 プロテクター２点の買入れ 539,784

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 訓練用部材の運搬 518,400

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救助用ばく帯ほか５点の買入れ 2,987,787

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 保護具ほか１４点の買入れ 1,289,995

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 感染防止衣４点の買入れ 1,203,120

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ウエットスーツの買入れ 2,838,240

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 潜水服３点の買入れ 1,995,840

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 潜水服（汚水用）２点の買入れ 1,944,000

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 腕章２点の買入れ 110,970

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ストラップの買入れ 743,526

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 簡易救助器具の買入れ 680,400

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 東京消防庁第九方面訓練場（２９）訓練施設改修工事 1,700,000

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 水難救助訓練水槽ほか１か所水質検査委託（２月分） 14,580

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 産業廃棄物の収集運搬 16,200

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 産業廃棄物の処分 69,120

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 第八消防方面訓練場航空救助訓練装置点検委託 712,260

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 航空救助訓練装置予備巻揚器点検委託 10,800

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 水槽（自立式・１０ｔ）の買入れ 935,280

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 下降器ほか２４点の買入れ 2,048,792

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 滑車（標準型）ほか１１点の買入れ 1,558,440

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 水難救助訓練プール可動床装置点検委託 849,960

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 防止板の買入れ 594,432

東京消防庁 警防部 救助課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 洗濯機ほか１０点の買入れ 483,840

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月旅費 13,099

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防護衣(自給式呼吸用保護具併用形密閉服)3点の買入れ 32,659,200

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ホースの買入れ 754,488

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 連結式水のうの買入れ 5,863,536

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 50,000

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ガス２点の買入れ（最終支払分） 550,152

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 使用料及賃借料 携帯用コンピューターほか１点の借入れ（２月分） 83,592

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 動力ショベル（ミニ油圧ショベル）の特定自主検査 75,600

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 化学物質データ通信サービス利用料（2月分） 31,104
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東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 検尺棒（水深測定用）の買入れ 330,480

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 輻射熱表示シートの買入れ 997,920

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 地図１５点の買入れ 100,792

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 ＰＣＲサーマルサイクラーの買入れ 10,443,600

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 試薬入りカートリッジ(炭疽菌用)ほか4点の買入れ 1,814,400

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防毒マスク（要救助者用非送気式）の買入れ 2,436,750

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 採集カートリッジの買入れ 200,880

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 水槽ほか１点の買入れ 579,960

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 吸収缶の買入れ 5,298,372

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ガス測定器（複数ガス連続同時測定用）の修繕 2,581,416

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 特殊防火衣(耐熱服）の買入れ 6,069,600

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 生物剤検知チケット(5剤同時検知用)ほか8点の買入れ 4,087,098

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 赤外線分析装置（液体・固体用）の修繕 3,866,400

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ロボット２点の修繕 998,406

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 消火器の買入れ 190,080

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 乾燥剤ほか1点の買入れ 496,800

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る精算並びに資金前渡 78,984

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)１月分 14,135

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(12月分) 51,587

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 回転椅子の買入れ 885,600

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)１月分 27,216

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費の支出(職務実践能力向上研修) 1,024

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る精算並びに資金前渡 77,606

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)２月分 28,419

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 発信地情報照会書の送付に伴う資金前渡について 2,800

東京消防庁 警防部 総合指令室 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 発信地情報照会書の送付に伴う資金前渡について 2,910

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 担架(階段避難器具)の修繕 1,814,400

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 訓練用人形の買入れ 1,793,340

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 粉末消火器放射枠ほか２点の買入れ 956,880

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 デュプリケーターほか１点の買入れ 108,756

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 1月分事務連絡旅費 96,846

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 1月分一般非常勤職員等旅費 37,572

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金について（3月分） 29,700

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第55期上級幹部研修・第318期初級幹部研修旅費 12,798
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東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金について（3月分） 49,888

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 電子メール配信システム(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾒｰﾙ）の利用(2月分） 54,000

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 2月分災害時支援ボランティア旅費 1,599

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 リーフレット(地震に備える)ほか１点の印刷 745,200

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 教具(中学～成人の高齢疑似体験教材)ほか3点の買入れ 750,816

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 第14期都住宅防火対策推進協議会に伴う報償費 220,250

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 第14期都住宅防火対策推進協議会に伴う報償費(控除分) 6,950

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川都民防災教育ｾﾝﾀｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検(2月分） 117,504

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 訓練用防災マップサービスの利用(2月分） 442,800

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 電子ﾒｰﾙ配信ｼｽﾃﾑ(消防防災ﾏｶﾞｼﾞﾝの利用）(2月分） 54,000

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 自走式可搬型地震動シミュレーターの借入れ(2月分） 366,120

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 自走式可搬型地震動シミュレーターの借入れ(2月分） 387,720

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 緊急通報受信装置の借入れ(2月分） 1,956,204

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 手話通訳者派遣に伴う手話通訳報酬等の支払について 50,150

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金について（3月分） 49,400

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 立川都民防災教育センター照明改修工事 345,600

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 面接官研修旅費 423

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 2月分一般非常勤職員等旅費 11,283

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 地震動早期警報装置の情報提供(2月分） 83,527

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震動早期警報装置(構成1)ほか1点の賃借(2月分） 63,990

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分） 12,009

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾕﾆﾌｫｰﾑ(災害時支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ)5点の買入れ 7,416,360

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 都民防災教育ｾﾝﾀｰの多言語化等に関する調査研究委託 14,720,400

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ブックカバー２点の買入れ 400,982

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 携帯型端末装置ほか１点の買入れ 1,997,460

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 写真機ほか２点の買入れ 59,400

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 2月分事務連絡旅費 47,190

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について(3月分） 278,640

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第320期初級幹部研修旅費 16,440

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 上衣(男性消防少年団団長・副団長用)ほか38点の買入れ 24,273,054

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 書籍３点の印刷 1,142,737

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 交換レンズほか４点の買入れ 962,280

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 視覚障害者向け音声広報ＣＤの制作委託 939,600

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金について（3月分） 49,648
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東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 模型(階段模型)ほか２点の買入れ 183,600

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分） 9,712

東京消防庁 防災部 防災安全課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 まちかど防災訓練車標的制作委託 993,600

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 39,852

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 56,881

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 蓄電池の買入れ 324,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 携帯用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(三次元防災地図情報)の借入れ(２月分) 524,880

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(地理情報)ほか５点の借入れ(2月分) 168,480

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 17,066

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 2,370

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 5,940

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 冊子（東京消防庁の震災対策）の印刷 275,400

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 地震時の都民の情報収受方法等行動把握に係る調査委託 5,157,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 延焼ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ出力機能追加作業委託 864,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 災害情報の共有化に向けたデータ共有方法等調査委託 4,860,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 特別旅費 第２３期火災予防審査会地震対策部会第３回部会交通費 15,576

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(対外接続装置)ほか２点の借入れ(２月分) 195,480

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(長周期地震動対応型)の借入れ（２月分） 1,234,440

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(長周期地震動対応型)の借入れ(その２)(２月分) 1,047,384

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(緊急地震速報対応型)の借入れ(その４)(２月分) 219,348

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(緊急地震速報対応型)の借入れ(その５)(２月分) 217,836

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(地震計ﾃﾞｰﾀ収集)ほか7点の借入れ(2月分) 163,944

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(地震計ﾃﾞｰﾀ送)ほか３点の借入れ(２月分) 148,856

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(緊地速報ｻｰﾊﾞ)ほか２点の借入れ(２月分) 155,196

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(震災ｻｰﾊﾞ端末)外18点賃借(２月分) 1,651,320

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震被害判読システム(地上系)の借入れ（２月分） 2,194,830

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震被害判読システム(機上系)の借入れ（２月分） 6,411,420

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 ビデオモニター(６０インチ)ほか１３点の賃借(２月分) 178,290

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(ﾗｲﾌﾗｲﾝﾃﾞｰﾀ収集)ほか2点の借入れ(2月分) 133,920

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ装置ほか２点の賃借（２月分） 20,844

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 震災消防対策システム保守委託（２月分） 390,630

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(地震計ﾃﾞｰﾀその2)ほか6点の賃借(２月分) 65,772

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 地震動早期警報装置の緊急地震速報(情報提供料２月分) 41,623

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 地震動早期警報装置の専用回線の回線等使用料(２月分) 85,894
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東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 延焼シミュレーション回線等使用料（２月分） 50,999

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 携帯用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(3D防災地図情報)ﾃﾞｰﾀ通信ｻｰﾋﾞｽ(２月分) 5,402

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 飛び火火災評価手法に関する調査研究委託 7,311,600

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 地震時火災避難地域ﾘｽｸ評価手法に関する調査研究委託 18,900,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(緊急地震速報対応型)の借入れ(その３)(２月分) 208,897

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 延焼シミュレーションシステム保守委託（２月分） 251,999

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 早期災害情報システムサービス委託（２月分） 1,188,000

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 携帯型端末装置回線等使用料（１月分） 29,761

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 31,413

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 4,320

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ポスター（Ｂ２判）ほか２点の印刷 680,400

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 早期災害情報ｼｽ専用回線設置初期工事回線使用料(２月) 15,120

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか２点の賃借（２月分） 132,840

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ装置の借入れについて(２月分) 4,536

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 工事請負費 ２９耐震性貯水槽（防火水槽）新設工事その１０ 9,623,760

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）ほか１件 42,281

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）ほか１件 28,345

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月分)管理費 48,637

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月分)水利費 49,137

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 7,658

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 成城署所属防火水槽敷地ほか４８か所の賃借料支払い 1,146,535

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 委託料 経年防火水槽再生調査設計その３ 4,196,000

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分）ほか２件 64,757

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分）ほか２件 23,496

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（２月分）ほか２件 960

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 委託料 建設資材価格調査委託 2,311,200

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 委託料 杉並区高円寺南三丁目深井戸設置工事設計 4,212,000

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 工事請負費 29耐震性貯水槽(防火水槽)新設工事その7 13,674,450

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 工事請負費 29耐震性貯水槽(防火水槽)新設工事その7 13,190,270

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 委託料 家屋調査料の支出及び精算について 146,880

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 ホームページ制作委託（６回目） 324,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 玉川第３分団本部（２９）新築工事 28,029,240

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員募集広報に係る業務支援委託 12,096,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 受令機（消防団可搬ポンプ積載車用）の買入れ 960,120
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東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 襟章（消防団員用）の買入れ 842,400

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 受令機（消防団可搬ポンプ積載車用）の買入れ 94,176

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 車両製作監督旅費（１月分） 10,530

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 旅費 普通旅費 被服製作監督旅費（１月分） 7,928

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員の特別旅費(1月分) 7,835

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(3月分) 103,509

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 旅費 特別旅費 消防団員報酬及び費用弁償の支払い（大森） 4,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課兼務職員(カラーガーズ隊)事務連絡旅費(1月分) 5,911

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 消防団施設整備に関わる出向旅費(1月分) 21,796

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費
負担金補助及交付
金

志村９分団本部整備に伴う手数料の支払いについて 5,600

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防車両（消防団可搬ポンプ積載車）の任意保険契約 13,580

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防車両（消防団可搬ポンプ積載車）の任意保険契約 970

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(1月分) 11,720

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 アイゼン（消防団員用）の買入れ 2,970,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)(1月分) 7,432

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修(消防司令補新任課程)講師旅費 1,476

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京消防庁防災倉庫EV設備定期点検保守委託(2月分) 65,880

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 担架（消防団用）の買入れ 3,033,072

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ポスター（中吊り）ほか２点の印刷 373,356

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冬服袖章（消防団員用）ほか３点の買入れ 1,606,500

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 旗ほか２点の買入れ 1,374,483

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 特種用途自動車（可搬ポンプ積載車）の製造 70,715,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 旅費 特別旅費 消防団員費用弁償（3月支払分）の支払い 75,976,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課兼務職員(カラーガーズ隊)事務連絡旅費(2月分) 4,166

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員の特別旅費(2月分) 4,376

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 6,329,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(2月分) 21,704

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 備品購入費 動力ポンプ（Ｄ－１級、消防団用）外１５点の買入れ 2,322,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 動力ポンプ（Ｄ－１級、消防団用）外１５点の買入れ 651,456

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 チョッキ(消防団員応急手当指導用ベスト)の買入れ 417,960

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 消防団施設整備に関わる出向旅費(2月分) 39,309

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第２期現任副士長スキルアップ特別研修旅費 1,170

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)(2月分) 7,991

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 折たたみ椅子ほか１点の買入れ 1,006,992

1252 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員の特別旅費(２月分)その２ 456

東京消防庁 救急部 救急管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 備品購入費 パーソナルコンピューターの買入れ 2,043,360

東京消防庁 救急部 救急管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル３点の買入れ 28,080

東京消防庁 救急部 救急管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 19,290

東京消防庁 救急部 救急管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 17,425

東京消防庁 救急部 救急管理課 平成30年03月28日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 各種会議等の速記委託（単価契約）２月分 32,400

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(複数単価・発注限度)１月分 8,434,731

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(複数単価・発注限度)１月分 19,536

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(その２)(複数・発注)１月分 10,130,793

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(その２)(複数・発注)１月分 18,570

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(複数・発注)　装備費１月分 259,151

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点買入れ(その２)(複数発注)装備費１月分 131,568

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 白衣ほか３点の洗濯（単価契約）１月分 22,665

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 白衣ほか３点の洗濯（単価契約）１月分 62,382

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 流量計付加湿酸素吸入装置(ｵｷｼﾊﾟｯｸ)検査委託 2,957,796

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ディスポーザブルエアウェイ４点の買入れ 2,565,810

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（職員追加１１月分） 838

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（職員追加１２月分） 896

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 担架（非常用）の買入れ 3,275,640

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 救急相談ｾﾝﾀｰ救急相談看護師の求人広告掲載委託 248,400

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 低圧持続吸引器(ﾄｰﾄｷｭｰﾌﾞﾊﾞｯｸ)ほか５点の修繕 185,436

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 損失医療費明細書審査委託費の支出について 724,149

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 14,564

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 報償費 第３回相談ｾﾝﾀｰ実務委員会会議費の支出 147,156

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 報償費 第３回相談ｾﾝﾀｰ実務委員会会議費の支出(控除分） 4,644

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 少額案件に要する資金前渡金の請求について（３月分） 47,713

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 報償費 相談ｾﾝﾀｰ勤務員に対する接遇教養講演料の支出 14,277

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 報償費 相談ｾﾝﾀｰ勤務員に対する接遇教養講演料の支出(控除分) 1,623

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 冷却ベスト（救急活動用）ほか１点の買入れ 69,206

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 郵便切手買入れに伴う資金前渡金の請求及び精算 14,500

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（職員１月分） 63,727

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 心臓衝撃装置(TEC2513)の修繕(単価契約）１・２月分 848,415

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 流量計酸素吸入装置(ｵｷｼﾊﾟｯｸ)の修繕(単価契約)２月分 114,696

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 心臓衝撃装置(TEC2513）ほか２点検査委託 8,834,400
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東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素減圧弁ほか１点の修繕（その３） 95,040

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 手指消毒剤（１Ｌ）ほか８点の買入れ 8,808,048

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 手指消毒剤（１Ｌ）ほか８点の買入れ 4,168,152

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 手指消毒剤ほか４点の買入れ 144,504

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 模擬電極ﾊﾟｯﾄﾞ(AEDﾄﾚｰﾅｰCU‐SPT用)ほか２点の買入れ 9,837,720

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（職員１月分） 5,780

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 平成29年度救急業務協力医師の傷害保険(２月搭乗分) 4,555

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 救急資器材等滅菌・消毒委託(単価契約)１月分 5,357,103

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 使用料及賃借料 携帯用コンピューターほか１点の賃借（２月分） 62,856

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 救急廃棄物処分委託（単価契約）２月分 324,390

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 白衣ほか３点の洗濯（単価契約）２月分 16,775

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 白衣ほか３点の洗濯（単価契約）２月分 50,887

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 救急廃棄物収集運搬委託(その２)（単価契約）２月分 1,655,424

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 心臓衝撃装置の修繕（その３） 165,240

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 使用料及賃借料 携帯用コンピューターの借入れ（２月分） 18,360

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ユニフォームの買入れ 358,603

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 使用料及賃借料 中央処置装置(救急相談記録用)外７点の賃借（２月分） 1,978,668

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 ＮＴＴ東日本専用サービス加入回線の支払い（２月分） 392,406

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 ラッピングバス制作運行委託 3,153,242

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 プロバイダの新規申込み及び支払い（２月分） 9,072

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(その２)(複数単価･発注)2月分 15,847,555

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入れ(その２)(複数単価･発注)2月分 17,264

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 三角巾ほか66点の買入(その２)(複数･発注)２月装備費 264,552

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

平成29年度における損失医療費補てん金の支出について 167,000,000

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 吸収缶の買入れ 938,520

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 救急相談入力装置システムソフトウェア変更委託 4,960,000

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 低圧持続吸引器(ﾄｰﾄｷｭｰﾌﾞﾊﾞｯｸ)ほか２点の修繕 210,686

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 光回線の新規申込み及び支払いについて（２月分） 11,664

東京消防庁 救急部 救急医務課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

病院端末装置光熱水費負担金(電気料)の支出(都立分) 25,842

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月05日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 特別旅費 救急隊員の教育に関する委員会交通費の支出及び精算 7,304

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(背幅18㎜）ほか14点の買入れ 107,865

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 上級幹部研修旅費 4,290

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 特別旅費 第16回救急処置基準委員会交通費の支出及び精算 7,982

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 郵便切手の買入れ及び精算 24,600
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東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス2点の充てん(単価契約）(2月分） 18,856

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 支援デブリファー養成委託研修旅費 5,430

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第3回英語対応救急隊員養成英会話研修旅費 12,078

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

定期建物賃貸借契約(電気料）(2月分） 150,776

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 駐車場賃貸借契約(3月分) 86,400

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 救急救命士気管挿管(ﾋﾞﾃﾞｵ喉頭鏡）病院実習旅費 11,728

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

救急機動部隊東京待機所電気料金の支払い(2月分） 13,206

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

救急救命士再教育病院実習に係る経費の支払い 128,500

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(1月分） 48,707

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

救急救命士の気管挿管(ﾋﾞﾃﾞｵ喉頭鏡)病院実習の支払い 150,000

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

救急機動部隊東京待機所水道料金の支払い(2月分） 1,308

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育病院実習旅費 17,292

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

救急救命士再教育病院実習に係る経費の支払い 14,800,000

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか(12～1月分)の請求について 117,004

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか(12～1月分)の請求について 2,831

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 報償費 延焼拡大要因となる屋外広告物に係る予防部会の報償費 54,752

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(3月分) 72,040

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 リーフレットの印刷 403,833

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子記録媒体(DVD)の焼付け及び複製 456,300

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 建築物の防火安全性能の維持管理手法に関する海外調査 7,020,000

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 純水素型燃料電池発電設備の防火安全対策に関する調査 9,811,999

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)1月分 13,068

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 特別旅費 第23期火災予防審議会人命安全対策部会開催に伴う旅費 33,758

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 建築確認図書の運搬委託（単価契約）(2月分) 22,680

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 発券機ほか7点の借入れ(2月分) 26,892

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置(予防実務教育支援ｼｽﾃﾑ)の借入れ(2月分) 398,520

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(12月から３月分まで）の請求について 8,190

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(3月分2回目) 75,600

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 14,546

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 ﾊﾞﾅｰ広告作成・掲出委託 2,613,600

東京消防庁 予防部 予防課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか(2月分)の請求について 89,060

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 完成検査に伴う南鳥島出張の支出及び精算について 9,236

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 流出事故防止等に伴う大島出張の支出及び精算について 31,962

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 完成検査に伴う式根島出張の支出及び精算について 51,362
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東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 完成検査及び表彰式に伴う八丈島出張の支出及び精算 2,642

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 47,373

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 車両の借上げに係る資金前渡について（３月分） 4,600

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 光熱水費 車両燃料の買入れに係る資金前渡について（３月分） 816

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 16,787

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 ポスター（平成３０年度危険物安全週間）印刷用原画制 216,000

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 完成検査及び表彰式に伴う三宅島出張の支出及び精算 4,556

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２月分） 6,069

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 完成検査に伴う式根島出張における旅費の追給について 7,762

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 八丈島出張における旅費の追給について 2,095

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍２点の印刷 510,688

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 危険物配管の耐震に係る検証委託 9,504,000

東京消防庁 予防部 危険物課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 25,251

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイルの買入れ 193,320

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 札幌市で発生した火災に伴う現地調査旅費 317,466

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 旅費 普通旅費 硫黄島における危険物施設立入検査の実施に伴う旅費 10,440

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 携帯型端末の借入れに伴う支払い（１月分） 1,447,513

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 88,673

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 3,890

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 防火対象物安全情報サービスの委託（２月分） 496,800

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 火災予防支援端末装置の通信サービス（１月分） 99,299

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ＣＤ－ＲＯＭの買入れ 68,796

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 備品購入費 電子プリンターの買入れ 162,000

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分事務連絡旅費等 62,172

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分事務連絡旅費等 578

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年１月分事務連絡旅費等 1,905

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分追加） 1,261

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（１月分） 13,068

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 登記情報サービス料（２月分）の支払い及び精算 82,038

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 情報収集サービス（２月分）の支払い及び精算 54,648

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分追加） 87,657

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 火災予防支援端末装置の管理端末に係る通信費２月分 1,080

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 1,177,027

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分事務連絡旅費等 34,585

1256 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分事務連絡旅費等 578

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年２月分事務連絡旅費等 1,710

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 携帯型端末装置の配達業務委託 286,200

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 13,068

東京消防庁 予防部 査察課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 火災予防支援端末装置の管理端末に係る通信費２月分 5,832

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 備品購入費 整理箱の買入れ 245,160

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍８点の買入れ 412,620

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 備品購入費 写真機（一眼レフデジタルカメラ）ほか１点の買入れ 1,483,920

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出（３月） 94,023

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 腕章４点の買入れについて 136,080

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（統計分析研修） 2,200

東京消防庁 予防部 調査課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（職務実践能力向上研修） 3,190

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第55期上級幹部研修に伴う旅費 7,335

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 危険物・設備士免状交付手数料徴収事務委託(１月分） 73,260

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 危険物取扱者・設備士免状作成委託(単価契約)1月分 4,731,625

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 自衛消防技術認定証作成及び交付業務委託（１月分） 177,120

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 冊子（エリア防火防災計画）の印刷 219,024

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（防火管理課・現職・平成30年1月分) 67,280

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(予防業務費)3月分 88,349

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 圧着機の借入れ（２月分） 67,824

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか５点の借入れ(2月分) 4,968

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置外２１点の借入れ（2月分） 3,006,504

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 携帯用コンピューターほか２点の借入れ（2月分） 108,432

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置（メイン）外６５点の借入れ（２月分） 2,096,523

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか５点の借入れについて(２月分） 5,823

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)立川(集合)1月分 4,266

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 中央処理装置（メイン）外76点の借入れ（２月分） 2,339,712

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 栄養補助食品ほか１点の買入れ 268,272

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 報償費 大規模消防計画見直し検討部会(第2回）開催の報償費 35,550

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 自衛消防技術認定証交付手数料徴収事務委託(２月分） 28,256

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 自衛消防技術認定証の作成交付業務委託（２月分） 177,120

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(集合)１月分 6,543

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 防災センター要員等用教育システムの作成委託 4,158,000

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(予防業務費）３月分 74,880
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東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便切手の買入れに要する資金前渡 99,000

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 委託料 空気清浄機４点の点検委託 86,400

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 模型の修繕（その２） 345,600

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)(集合）(2月分) 4,894

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（非常勤職員）平成３０年２月分 10,108

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（防火管理課・現職・平成30年2月分) 73,025

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)(集)2月分(試験講習) 9,808

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス(ｶﾗｰ)に関する契約(単価契約)（１月分） 7,182

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑﾘｰﾀﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀほか２点の賃借（１月分） 44,280

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ３点の買入れ 32,886

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 物品等の運搬委託 291,600

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マウスパッドほか６点の買入れ 281,340

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ワイヤーほか１点の買入れ 256,348

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡について（３月分） 136,400

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書籍９点の買入れ 38,890

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 収納袋の買入れ 96,140

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書籍１９点の買入れ 117,041

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 物品棚（軽量ラック　基本）ほか５点の買入れ 690,120

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 収納袋ほか１２点の買入れ 257,386

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 付せん紙ほか２０点の買入れ 76,507

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 地図帳（住宅地図　東京都荒川区）ほか７点の買入れ 50,349

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 上履き６点の買入れ 127,828

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 総務課一般職非常勤職員事務連絡旅費（９月分） 2,539

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課音楽隊事務連絡旅費（１１月分） 55,580

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 指揮研修の外部講師に支払う報酬の支出について 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 指揮研修の外部講師に支払う報酬の支出について 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 カラーガーズ隊ドリル演技指導（２月分）に伴う報酬 358,532

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 カラーガーズ隊ドリル演技指導（２月分）に伴う報酬 40,768

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 ドラムメジャー研修の外部講師に支払う報酬の支出 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 ドラムメジャー研修の外部講師に支払う報酬の支出 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 2,103
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東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 9,249

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 1,051

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 調整卓ほか６５点の借入れ（２月分） 322,920

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか１０７点の買入れ 288,360

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 消防顕彰碑氏名彫刻委託 86,400

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分） 127,138

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 職員弔慰等の支出に係る資金前渡（３月分） 14,580

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 物品等の運送委託（２月分） 1,183,572

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 鉢付植物２点の借入れ（２月分） 18,576

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 フォトＩＣカード発行装置の賃借（２月分） 68,364

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ＤＶＤ－ＲＯＭの買入れ（２月分） 318,600

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 複写機ほか２点の買入れ 891,864

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 64,800

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 追録東京消防庁法令・例規集の買入れ 212,265

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払報酬の支出について 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 総務課一般職非常勤職員事務連絡旅費（１０月分） 1,408

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 総務課一般職非常勤職員事務連絡旅費（１１月分） 1,830

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード1月分)経費の支出 1,824,580

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 総務課音楽隊一般職非常勤職員事務連絡旅費（12月分） 9,965

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課事務連絡旅費（９月分） 79,708

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京消防庁本部庁舎ほか1か所警備等業務委託(２月分) 6,480,000

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑﾘｰﾀﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀほか２点の賃借（２月分） 44,280

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ピアノ２点の調律 25,920

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ファゴットほか３点の修繕 281,772

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 置物の買入れ 194,400

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか１点の買入れ 170,020

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課カラーガーズ隊事務連絡旅費（１１月分） 5,735

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス(ｶﾗｰ)に関する契約(単価契約)（２月分） 8,159

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)（２月分） 9,827

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 ドラムメジャー研修の外部講師に支払う報酬の支出 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 ドラムメジャー研修の外部講師に支払う報酬に支出 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 27,746

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 演奏技能研修の外部講師に支払う報酬の支出について 3,154
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東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 指揮研修の外部講師に支払う報酬の支出について 18,497

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 指揮研修の外部講師に支払う報の支出について 2,103

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 楽器ケース（ﾊﾞｽﾄﾞﾗﾑ用ｾﾐﾊｰﾄﾞｹｰｽ）ほか１８点の買入れ 333,709

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 カラーガーズ隊ドリル演技指導（３月分）に伴う報酬 132,441

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 カラーガーズ隊ドリル演技指導（３月分）に伴う報酬 15,059

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 はしご車の製造(その２)ほか２件に伴う中間検査旅費 41,090

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 はしご車の製造(その2)ほか6件に伴う中間検査等旅費 86,293

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２月分） 8,253

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 231,214

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 962,451

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 27,164

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 391,313

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 14,959

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 66,382

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 101,865

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 852,764

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 35,332

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 86,265

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 12,695

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 24,013

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 17,222

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 8,168

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 15,845

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 18,354

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 32,275

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 24,013

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 15,845

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 521,305

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）１月分 19,486
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東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか7点の買入れ(単価契約)(その2)1月分 1,665,792

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか7点の買入れ(単価契約)(その2)1月分 115,344

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか7点の買入れ(単価契約)(その2)1月分 5,251,068

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか7点の買入れ(単価契約)(その2)1月分 585,684

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬（毛布） 84,240

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分（毛布） 259,200

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 細断器の買入れ 1,177,200

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 立川広域防災基地電気料金(２月分) 11,120

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 特殊救急車(Ⅱ型)の製造に伴う中間検査旅費 14,660

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 81,085

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 特別旅費(２月分) 692

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 消火用ホースの買入れに伴う店頭検査ほか1件の旅費 17,616

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,923

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,588

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,142

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,409,856

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 130,690

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,632

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,618,589

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 本部庁舎の冷水・蒸気料金（２月分） 7,547,459

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 542,168

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 毛布外３点の賃借（２月分） 9,716,112

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 毛布ほか３点の借入れ（２月分） 19,792

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 毛布ほか３点の借入れ（２月分） 43,182

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 毛布ほか３点の借入れ（２月分） 55,777

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 15,943

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞ほか９点の購読（２月分） 327,382

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 毛布ほか３点の借入れ（２月分） 14,394

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電ﾘｻｲｸﾙ製品の廃棄処分に伴う前渡金の支出及び精算 14,596

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電ﾘｻｲｸﾙ製品の廃棄処分に伴う前渡金の支出及び精算 560

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 旗２点の買入れ 931,975

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 129,219

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 761,541

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,249
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東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,800

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,875,810

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,144

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（２月分）（単価契約） 51,447,504

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 災害対策関係法令集ほか４点の買入れ 315,360

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ（単価契約）２月分 9,443

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 細断器２点の買入れ（単価契約）２月分 1,069,200

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクル製品収集運搬委託(単価契約）２月分 90,558

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ２サイクルエンジン油ほか２９点の買入れ 3,407,410

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ディーゼルエンジン油２点の買入れ 115,560

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,539

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 821,081

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬（単価契約）２月分 33,514

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 秘密文書収集運搬（単価契約）２月分 8,640

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 秘密文書処分（単価契約）２月分 44,776

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トイレットペーパーの買入れ(単価契約)(その2)2月分 724,464

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(1～3月分)（単価契約）２月分 17,496

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分②） 95,901

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 802,101

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,880,042

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,306,924

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 187,131

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,280,964

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,856,787

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 424

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,842

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 424

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,629

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,098

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 85,521

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,365
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東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,419

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,780

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,841

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,860

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,230,020

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,980

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 172,412

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 備品購入費 平机ほか４点の買入れ 1,361,232

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 片袖机ほか６６点の買入れ 13,631,328

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 古紙の収集（本部庁舎）（単価契約）２月分 19,440

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 防寒衣ほか８点の洗濯（単価契約）２月分 3,061

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 949,376

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 15,449

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 27,409

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 211,389

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 13,582

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 49,404

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 74,795

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 772,555

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 33,955

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 67,910

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 24,013

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 27,164

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 7,036

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 11,318

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 18,354

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 12,695

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 28,144

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 25,390

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 15,845

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 651,373
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東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙２点の買入れ（単価契約）（その２）２月分 19,486

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 運搬車の買入れ 730,080

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マスクほか７点の買入れ 366,670

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 敷布ほか１点の買入れ 2,379,294

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 テレビ受像機の買入れ 263,304

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 消防救急デジタル無線設備の買入れに伴う完了検査旅費 184,916

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 消防救急デジタル無線設備の買入れ・寄託処理旅費 92,570

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 223,585

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 429

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,052

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 664,204

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の処分（単価契約）２月分 28,944

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬（単価契約）２月分 64,368

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,191

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 489,872

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,736

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 東京消防庁菊坂指定待機宿舎修正設計 8,748,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 ｽｸﾜｰﾙ麹町厨房排水除害装置定期点検保守委託(1月分) 86,400

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 野方消防署ほか２か所昇降機設備改修工事設計(その２) 1,890,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 水華家族待機宿舎ほか４か所簡易専用水道検査委託 75,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

特許権「車載用警報音装置」の特許料納付について 47,200

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 石神井消防署ほか１か所自家用給油設備改修工事設計 1,579,440

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 赤坂消防署（２９）発電設備改修工事 15,062,760

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 町田消防署南出張所ほか1か所外壁その他改修工事設計 1,728,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 国有財産使用料の支出(蒲田署空港分署仮庁舎建設用地) 38,087

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 電源装置定期点検保守委託(その1)1月分 627,480

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 電源装置定期点検保守委託(その2)1月分 473,985

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 渋谷消防署代々木出張所(２９）外壁その他改修工事 11,380,176

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 消防学校第一校舎ほか1か所(29)給排水衛生設備工事 247,900,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 台船3点の借入れ(2月分) 1,291,680

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 荻窪署下井草出張所事務所棟外10点の借入れ(2月分) 4,018,680

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷消防署合同庁舎建物管理業務委託(12月分) 1,895,518

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷消防署合同庁舎建物管理業務委託(1月分) 1,461,466

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 スクワール麹町建物管理業務委託(1月分) 4,056,480
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東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）12月分 13,608

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 多摩消防署事務所棟ほか１０点の借入れ(2月分) 7,992,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 小平消防署ほか1か所空調設備改修工事設計(完了払) 3,269,920

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度消防庁舎及び待機宿舎等の賃貸借料の支出 6,246,384

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 小平署花小金井出張所庁舎ほか3か所新築工事設計(完了 8,489,088

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 小平署花小金井出張所庁舎ほか3か所新築工事設計(完了 486,144

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 小平署花小金井出張所庁舎ほか3か所新築工事設計(完了 60,352

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 赤羽消防署事務所棟外8点の借入れ(2月分) 7,236,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本部庁舎ほか１か所建物管理業務委託(1月分) 6,507,896

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川消防署合同庁舎ほか5か所建物管理業務委託(1月分) 4,087,476

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本部庁舎ほか1か所ＥＶ設備定期点検保守委託(2月分) 645,840

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大橋家族待機宿舎ほか1か所ＥＶ設備定期点検保守委託 137,160

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大橋家族待機宿舎ほか1か所ＥＶ設備定期点検保守委託 137,160

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 ｽｸﾜｰﾙ麹町機械式駐車場設備定期点検保守委託(2月分) 103,680

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 千代田指定待機宿舎ＥＶ設備定期点検保守委託(2月分) 70,200

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 京橋消防署ほか1か所外壁その他改修工事設計(完了払) 1,336,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 改修費 使用料及賃借料 灯油ストーブほか１点の借入れ(2月分) 133,164

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 東京消防庁臨港消防署仮庁舎解体工事設計(前払金) 600,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡の支出について(3月分) 145,530

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について(3月分) 92,898

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 手数料支出「小平署花小金井出張所ほか3か所設計」 8,500

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 東京消防庁臨港消防署港湾施設(28)新設工事(部分払) 62,300,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 大森消防署山谷出張所庁舎(28)新築工事(完了払) 325,548,400

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 大森署山谷出張所庁舎(28)新築電気設備工事(その2) 52,350,683

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 大森消防署山谷出張所庁舎(28)新築給排水衛生設備工事 37,988,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 大森署山谷出張所庁舎(28)新築空調設備工事(完了払) 32,400,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 大森署山谷出張所庁舎(28)新築昇降機設備工事(その2) 9,579,240

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防技術安全所ほか1か所建物管理業務委託(12月分) 1,979,753

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防技術安全所ほか1か所建物管理業務委託(1月分) 1,673,190

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 スクワール麹町ＥＶ設備定期点検保守委託(2月分) 53,352

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 調布消防署庁舎(29)改築給排水衛生設備工事(前払金) 65,600,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 調布消防署庁舎(29)改築空調設備工事(前払金) 45,400,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 調布消防署庁舎(29)改築昇降機設備工事(前払金) 7,000,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第５５期上級幹部研修２名の支出 9,933
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東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 複写サービス(A1対応)に関する契約(単価契約)2月分 27,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 立川消防署砂川出張所(29)外壁その他改修工事(完了払) 8,320,760

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 練馬消防署平和台出張所外構その他改修工事設計 766,800

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京消防庁潮見訓練場における土壌汚染調査委託 1,706,400

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 多摩川家族待機宿舎103号室内装その他改修工事(その2) 2,227,672

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本部庁舎１階案内板撤去その他改修工事 237,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 八王子消防署富士森出張所(仮称)庁舎改築工事監理業務 5,900,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 三鷹署庁舎(29)改築給排水衛生設備工事(その2)前払金 54,400,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 水華家族待機宿舎ほか3か所ＥＶ設備定期点検保守委託 399,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 スクワール麹町自動ドア点検保守委託(12月分) 27,540

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 両国家族待機宿舎ほか1か所ＥＶ設備定期点検保守委託 120,096

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本部庁舎ほか4か所自動ドア定期点検保守委託(12月分) 64,260

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 蒲田消防署羽田出張所(29)外壁その他改修工事(完了払) 37,955,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 上野消防署(29)受変電設備その他改修工事(完了払) 16,138,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 荻窪消防署下井草出張所庁舎新築工事監理業務(部分払) 4,000,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 深川署有明分署庁舎新築工事監理業務(部分払) 4,700,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 上野消防署(29)発電設備改修工事 18,297,576

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 両国家族待機宿舎(29)昇降機設備改修工事(完了払) 14,484,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 本所署合同庁舎(29)自動火災報知設備その他改修工事 70,558,560

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出 216,653

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出 39,919

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出 30,420

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 計画通知手数料支出(蒲田署空港分署庁舎新築工事設計) 35,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 許可申請手数料支出(蒲田署空港分署庁舎新築工事設計) 108,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 役務費 八王子署浅川外壁その他工事設計計画通知手数料支出 9,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 水華家族待機宿舎ほか3か所ＥＶ設備定期点検保守委託 399,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 蒲田署空港分署ﾀｰﾐﾅﾙ分駐所の賃貸借料の支出について 2,824,922

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 蒲田署羽田出張所外壁その他改修工事監理業務(完了払) 3,203,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 尾久署尾竹橋出張所(29)空調設備改修工事(完了払) 17,441,840

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（１２月分） 222,619

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（１２月分） 121,797

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（１２月分） 59,024

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 小石川署老松出張所(２９)外壁その他改修工事(完了払) 9,339,572

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 計画通知申請手数料等の支出(北多摩西部消防署仮庁舎) 49,000
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東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 計画通知申請手数料等の支出(北多摩西部消防署新庁舎) 146,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 計画通知申請手数料等の支出(北多摩西部消防署工作物) 8,500

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田消防署合同庁舎建物管理業務委託(1月分) 1,182,982

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 装備工場(29)空調設備改修工事(完了払) 57,644,400

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 装備工場空調設備改修工事監理業務(完了払) 2,958,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 装備工場電灯設備改修工事設計(完了払) 1,282,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 荻窪消防署下井草出張所庁舎(28)新築昇降機設備工事 4,700,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麹町消防署合同庁舎建物管理業務委託(1月分) 1,442,037

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署合同庁舎建物管理業務委託(1月分) 2,070,759

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 池袋消防署受変電設備その他改修工事設計 9,504,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 中野消防署（２９）昇降機設備改修工事 45,900,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 深川消防署（２９）自家用給油設備改修工事 12,408,120

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 新宿消防署(29)自家用給油設備改修工事 14,968,800

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 森下家族待機宿舎改修工事設計(完了払) 2,510,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 第二消防方面訓練場(29)外構その他改修工事(完了払) 19,500,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 第二消防方面訓練場外構その他改修工事監理業務(完了) 1,722,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約(単価契約)2月分 14,898

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第321期初級幹部研修及び第2期予防技術研修の支出 11,960

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第321期初級幹部研修及び第2期予防技術研修の支出 13,600

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費
負担金補助及交付
金

調布消防署新築工事に伴うNTT柱の移設費用の支払い 362,700

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 庁舎建設監督旅費（12月分）その２の支出 5,272

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 改修費 役務費 八王子署浅川出張所改修設計に伴う計画通知手数料支出 9,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 電源装置定期点検保守委託(その1)2月分 627,480

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 電源装置定期点検保守委託(その2)2月分 473,985

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 世田谷消防署(29)空調設備改修工事(完了払) 53,966,951

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 世田谷消防署(29)電気設備改修工事(完了払) 16,841,002

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 委託料 世田谷消防署空調設備改修工事監理業務(完了払) 4,024,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 三鷹署大沢出張所ほか４か所(29)電灯設備改修工事 11,400,540

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第２期現任士長スキルアップ研修旅費の支出 2,040

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 収入印紙３点の買入れ及び精算について 2,550

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 収入印紙３点の買入れ及び精算について 2,550

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(ｲﾘｼﾞｳﾑ)(1月分) 110,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 電源装置点検委託(その3) 99,360

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 東京消防庁多摩消防署指令管制端末装置等移設 896,400
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,751

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 委託料 新総合情報処理ｼｽﾃﾑ基本設計に係る技術支援委託 80,784,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,995

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 35,110

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 34,330

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 加入電話利用料（本部庁舎等）(2月分) 435

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(2月分) 1,107,810

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(2月分) 1,431,678

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(2月分) 10,338

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 高所カメラシステムの賃借(2月分) 829,839

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機(A)ほか4点の借入れ(2月分) 63,396

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機(A)ほか4点の借入れ(その2)(2月分) 129,816

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機(A)ほか1点の借入れ(2月分) 32,292

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 映像送信機外２点の賃借(2月分) 564,648

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 スピーカーマイクほか６点の買入れ 5,475,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 バッテリーパックの買入れ 2,370,060

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 蓄電池の買入れ 3,836,160

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 発電機点検委託 367,200

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 無線装置(衛星用)ほか1点の点検委託 565,920

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(3月分) 97,003

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 EsBirdﾌﾟﾗｽｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ利用料等(2月分) 9,150,840

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 中央処理装置(気象情報受信装置)借入れ(2月分) 8,640

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 中央処理装置(構成1)外38点の賃借(2月分) 98,612,640

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(構成1-1)ほか9点の借入れ(2月分) 330,156

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(構成1-1)外7点の借入れ(集合)(2月) 1,871,532

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 映像受信装置ほか1点の借入れ(2月分) 463,320

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(衛星可搬用)の賃借(2月分) 390,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話交換機(VoIP-GW)ほか10点の借入れ(2月分) 534,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機(A)の借入れ(2月分) 43,632

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機(A)ほか1点の借入れ(28)(2月分) 113,184

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話交換機(VoIP-GW)ほか9点の借入れ(2月分) 216,324

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話交換機(VoIPｻｰﾊﾞ(A))外31点の賃借(2月分) 33,613,380

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 映像投影機の借入れ(2月分) 365,796

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(2月分) 1,204,740
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 電話機（A)ほか２点の借入れ(2月分) 177,314

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 携帯用コンピューターほか３点の買入れ 244,188

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 収入印紙３点の買入れ及び精算について 2,550

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 PC装置(事務端末装置(標準))外7点の借入れ(2月分) 662,364

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置の借入れ(2月分) 71,280

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(救急ﾓﾊﾞｲﾙ端末装置)の借入れ(2月) 58,428

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置（事務端末装置）の借入れ(2月分) 559,440

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 電源装置点検委託(その2) 248,400

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 電源装置点検委託(その1) 1,360,800

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 東京消防庁多摩消防署ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置等移設 1,309,338

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(東京都二ツ塚･多摩稲城中継所)10～12月 2,393

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(東京都二ツ塚･多摩稲城中継所)10～12月 284,649

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 Bizlink iｺﾈｸﾃｨﾌﾞｻｰﾋﾞｽ(2月分) 756,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 町田消防署(29)無線設備移設工事 7,070,760

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 電源装置点検委託(その4) 88,020

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料(高尾登山電鉄ｴｺｰﾘﾌﾄ山上駅)4～9月 47,304

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(高尾登山電鉄ｴｺｰﾘﾌﾄ山上駅)4～9月 34,572

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝｻｰﾋﾞｽ利用料等(携帯119)(2月分) 216,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 発信地表示システムの利用 1,494,568

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料(大塚山無線中継所)(2月分) 201,990

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料(大塚山無線中継所)(2月分) 133,490

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの積載換え(その2)(単価契約)(1月分) 1,049,760

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線装置4点の賃借(2月分) 2,945,160

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(移動用)(その2)の借入れ(単価契約)(2月分) 9,600,552

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(移動用)(その2)の借入れ(単価契約)(2月分) 255,636

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 通信設備(無線設備)点検保守委託(その4)(2月分) 91,368

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 携帯型端末装置の借入れ(2月分) 44,172

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(移動用)(その2)の借入れ(単価)(その2)(2月分) 56,808

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 バッテリーパック２点の買入れ 4,500,360

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 JR電話回線使用料(2月分) 3,866

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 新指令電話回線料（その２）(2月分) 140,400

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 携帯電話利用料(2月分) 506,410

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 回線使用料(IP電話発信地位置情報通知ｼｽﾃﾑ)(2月分) 143,832

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 加入電話利用料（本部庁舎等）(2月分) 3,814
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 新指令電話回線料(その１)(2月分) 18,281,592

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 回線使用料(緊急通報受信装置)(2月分) 40,296

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 専用ｻｰﾋﾞｽ専用料(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線遠操線　SCPC)(2月分) 1,182,975

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 消防電話回線料(2月分) 19,154,232

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,728

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 役務費 広域災害･救急医療ﾃﾞｰﾀ通信ｻｰﾋﾞｽの利用(単価)(2月分) 13,636,123

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 委託料 消防行政ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ委託(2月分) 3,537,540

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 指令管制ｼｽﾃﾑ運用保守業務委託(2月分) 55,649,160

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 通信設備(無線設備)点検保守委託(その1)(2月分) 1,115,964

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 通信設備(無線設備)点検保守委託(その2)(2月分) 810,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 通信設備(無線設備)点検保守委託(その3)(2月分) 465,480

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 通信設備(無線設備)保守委託(2月分) 1,404,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(移動用)(その2)ほか2点の借入れ(単価)(2月分) 80,060,486

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの積載換え(その1)(単価契約)(1月分) 328,320

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 無線機(移動用)(その2)2点の積載換え(単価契約)(1月) 3,271,320

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 映像表示装置(DLP20面ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)外15点の賃借(2月) 9,072,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 映像表示装置(液晶6面ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)外1点の借入れ(2月) 583,200

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 指令台ほか10点の借入れ(2月分) 211,464

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 中央処理装置(図書管理ｻｰﾊﾞ)ほか8点の借入れ(2月分) 167,140

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 使用料及賃借料 ファイリング装置(構成1)ほか2点の賃借(2月分) 314,895

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 PC装置(指令管制端末装置)ほか7点の借入れ(2月分) 133,294

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 携帯型端末装置の借入れ(2月分) 85,190

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 中央処理装置外70点の賃借(2月分) 124,395,566

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 使用料及賃借料 相談台の賃借(2月分) 138,154

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 消防救急デジタル無線設備調査調整委託 7,668,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 無線装置(署所間通信用)の製造 24,836,760

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 無線機(携帯無線機)の製造 245,522

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 充電器(携帯無線機用)の製造 5,947,051

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 充電器(携帯無線機用)の製造 28,799

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 無線機(携帯無線機)の製造 50,700,028

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 携帯型端末装置の借入れ(2月分) 29,376

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 送信機（同報用）外２点の製造 71,280,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電源装置の修繕 1,512,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 委託料 指令管制ｼｽﾃﾑ設定変更委託その2 570,024
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料3月･電気料分担金2月 大手町中継所 370,071

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

無線設備設置使用料3月･電気料分担金2月 大手町中継所 28,871

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(ｱｲ･ﾀﾜｰ)(2月分) 13,976

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 NTT専用ｻｰﾋﾞｽの支払いについて 135,972

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 委託料 総合情報処理ｼｽﾃﾑ基盤維持管理及び運用支援委託(2月) 20,277,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 消防･救急ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線設備点検保守委託(2月分) 25,374,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 光ディスク2点の借入れ(2月分) 5,979,960

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 救急医療ﾃﾞｰﾀ通信ｻｰﾋﾞｽの利用(救急ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)(2月分) 163,703

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 255,798

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ３月分  公共料金支払 2,702

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 1,530,351

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの借入れ(単価契約)(2月分) 10,505,851

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの借入れ(単価契約)(2月分) 279,741

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 携帯回線料(新指令管制システム)(2月分) 3,661,970

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 携帯回線料(新指令管制ｼｽﾃﾑ)(H28増強分)(2月分) 27,664

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 PHS電話利用料(救急隊用)(2月分) 1,520,542

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 PHS電話利用料(署長用)(2月分) 8,913

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 消防電話回線料(ｽｸﾜｰﾙ麹町)(2月分) 61,776

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 消防電話回線料(H28MA)(2月分) 84,888

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 新指令電話回線料(その1)(H28MA分)(2月分) 102,816

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(2月分) 589,672

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 回線使用料(ﾋﾞｼﾞﾈｽｲｰｻﾜｲﾄﾞ･ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ回線)(2月分) 183,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ利用料(現場電話)(2月分) 337,279

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 中央処理装置(位置管理ｻｰﾊﾞ)の借入れ(2月分) 2,633,472

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの借入れ(単価契約)(その2)(2月分) 62,164

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 管外出張旅費の支出及び精算について（佐賀県） 177,180

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 車載端末(ﾊﾟｹｯﾄ通信ｻｰﾋﾞｽ)(2月分) 1,711,970

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 車載端末(ﾊﾟｹｯﾄ通信ｻｰﾋﾞｽ)(2月分) 55,715

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 空中線設置使用料(新多摩変電所)(10～3月分) 506,736

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料(新多摩変電所)(10～3月分) 3,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(慶應義塾大学三田ｷｬﾝﾊﾟｽ)(1月分) 5,440

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費
負担金補助及交付
金

電気料分担金(慶應義塾大学三田ｷｬﾝﾊﾟｽ)(2月分) 5,474

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ﾃﾞｰﾀ通信機器の利用料金の支払いについて(2月分) 8,306

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 携帯電話利用料(2月分) 244,821
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 緊急通報システムNET１１９サービス(2月分) 1,836,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 回線使用料(東芝府中)(2月分) 752,976

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 PHS電話利用料(救急隊用)(2月分) 1,202,898

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 PHS電話利用料（署長用）(2月分) 16,225

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 PHS電話利用料（査察用）(2月分) 4,866

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ)(2月分) 7,800

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 回線使用料(東京ｽｶｲﾂﾘｰ)(2月分) 221,550

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ)(その2)(2月分) 33,565

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 回線使用料(緊急通報受信装置)(2月分) 39,518

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 9,847

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,268

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 11,308

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 指令管制システム設定変更委託 6,388,200

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 委託料 新総合情報処理ｼｽﾃﾑ基本設計に伴うｾｷｭﾘﾃｨ評価委託 4,173,120

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 送信機ほか２点の買入れ 4,152,816

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 画像処理装置ほか１点の買入れ 1,911,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 機器ケースほか４点の買入れ 110,160

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 機器ケースほか１点の買入れ 1,327,320

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ディスプレイ装置ほか１点の買入れ 113,184

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 受令機（携帯用）の買入れ 1,318,680

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 バッテリーパックの買入れ 237,600

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（その２） 9,919

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（その２） 4,963

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（その２） 12,855

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（その２） 1,360

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 専用ｻｰﾋﾞｽ専用料(首都高速道路中央環状線)(2月分) 182,080

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 無線機(移動用)(その2)2点の積載換え(単価契約)(2月) 1,788,480

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 収入印紙3点の買入れ及び精算について 12,750

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 収入印紙3点の買入れ及び精算について 2,550

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(ｲﾘｼﾞｳﾑ)(2月分) 110,000

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 はしご車(その２)外２点製造契約に係る完成確認旅費 123,180

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車損害賠償責任保険料に伴う資金前渡(３月分） 424,680

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車損害賠償責任保険料に伴う資金前渡(新車12回目) 135,870

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車重量税の納付に伴う資金前渡(新規10回目) 848,200
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東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 特殊救急車製造契約に係る完成確認旅費 59,930

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 特種用途自動車(査察広報車(Ⅰ型))の製造 52,549,740

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 空気圧縮機(空気ボンベ充填用)点検委託 16,161,120

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 空気圧縮機(空気ボンベ充填用)点検委託 185,760

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 泡消火薬剤４点の買入れ 66,220,200

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 泡消火薬剤の買入れ 9,227,520

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 資材搬送車外４点製造契約に伴う完成確認旅費 34,872

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 18,188

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ボンベ８点再検査委託（単価契約）(4回目） 2,170

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 短靴（スリッポン型・活動用）の買入れ 4,544,100

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洋服掛ほか２点の買入れ 416,880

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(３月分) 69,186

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 特種用途自動車(小型ポンプ車(水槽付き))外１点の製造 277,414,892

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車損害賠償責任保険料に伴う資金前渡(新車13回目) 240,510

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車重量税の納付に伴う資金前渡(新規11回目) 1,816,600

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 礼服(夏服上衣)ほか２点の洗濯 265,680

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防艇「かちどき」中間検査手数料に係る資金前渡 19,700

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 背負子(圧縮酸素形循環式呼吸器用)外１点の製造 34,123,680

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 面体(圧縮酸素形循環式呼吸器用)の製造 914,328

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 手袋(災害現場用)の買入れ(その１) 42,816,945

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 手袋(災害現場用)の買入れ(その３) 45,262,264

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 オートリフト２点の買入れ 29,808,000

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 プレスブレーキの買入れ 23,392,800

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 シャリングマシンほか２点の買入れ 26,708,400

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 水素燃料の買入れ(単価契約) 3,267

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 名札４点の買入れ（単価契約）（９回目） 186,753

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 特種用途自動車(普通ﾎﾟﾝﾌﾟ車(軽量ﾎｰｽｶｰ２台型)の製造 308,084,054

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 特種用途自動車(普通ポンプ車)外１点の製造 316,607,504

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 ボートほか１点の買入れ 7,529,760

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救命胴衣ほか５点の買入れ 935,841

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 タイヤ９点の買入れ(単価契約)（10回目） 801,900

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 短靴（黒・男性用）の買入れ 3,078,000

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 編上靴の買入れ 6,953,040

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 救急服（冬）上衣外４点の買入れ 2,464,668
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東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 夏帽（女性消防吏員用）ほか３点の買入れ 3,595,698

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 双眼鏡(暗視装置付き)ほか１点の買入れ 9,055,368

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 礼服（冬・男性消防吏員用)上衣ほか7点の買入れ 3,374,028

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 防火衣補修用生地(一般隊員用)ほか５点の買入れ 643,939

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ガス圧力調節器２点の部品交換修繕（単価契約)(4回目) 7,525,440

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ガス圧力調節器部品交換修繕（単価契約）(４回目） 324,864

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車の変更登録手数料に係る資金前渡 700

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 ガス圧力調節器(空気呼吸器300型用･背負子付)の買入れ 69,576,408

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 面体(空気呼吸器300型用)(特記仕様)の買入れ 57,342,600

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 清浄剤(圧縮酸素形循環式呼吸器用)の買入れ 3,802,356

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 ガス圧力調節器(空気呼吸器300型用･背負子付)の買入れ 3,236,112

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 面体(空気呼吸器300型用)(特記仕様)の買入れ 2,097,900

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 冬服（男性消防吏員用）上衣外４点の買入れ 22,630,914

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 執務服（第１種・男性）上衣外６点の買入れ 26,285,850

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 圧力計(特別救助隊用)外１点の買入れ 372,600

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 スプレッダー(ポンプ隊用)外５点の買入れ 18,803,880

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 圧力計(ポンプ隊用)の買入れ 766,368

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 スプレッダー(特別救助隊用)外９点の買入れ 19,141,920

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 近接地内（外）事務連絡旅費（装備費１月分） 19,009

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内事務連絡旅費（非常勤１月分） 7,489

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内事務連絡旅費（総務課兼務職員１月分） 600

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 救命ボート船舶検査手数料に係る資金前渡 186,550

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ホイール（回転翼航空機用）２点の整備 3,321,680

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（１月分）（単価契約） 48,521

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ＲＯＭカートリッジの買入れ（単価契約）１月分 151,200

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ＣＤ－ＲＯＭの買入れ（その１）（単価契約）１月分 307,800

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）１月分 4,752

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ＣＤ－ＲＯＭの買入れ（その２）（単価契約）１月分 122,580

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス３点の充てん（単価契約）１月分 5,292

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 酸素ガス（１．８Ｌ）の充てん（単価契約） 16,740

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 航空燃料(JetA-1)2点の買入れ(1～3月分)(単価契約) 8,704,856

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 救命胴衣３点の修繕 61,192

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 航空燃料(JetA-1)の買入れ(1～3月分)(単価契約) 403,627

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 回転翼航空機(ゆりかもめ)の領収検査に伴う旅費の支出 239,743
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東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ｴﾝｼﾞﾝ（PT6C-67C型（回転翼航空機用））の買入れ 288,360,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 回転翼航空機（AW139型）一等航空整備士養成研修委託 16,367,100

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 回転翼航空機整備士(限定変更課程)養成研修旅費 133,760

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 放射線取扱主任者養成委託研修旅費 523

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 航空機動態監視システム回線使用料の支払い（1月分） 1,280,456

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 回転翼航空機無線設備点検委託 207,036

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 無線機（航空移動用）点検委託 2,695,680

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 ヘッドプロテクターの買入れ 2,214,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 多摩航空ｾﾝﾀｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託（２月分） 56,160

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の購読（２月分） 4,037

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江東航空ｾﾝﾀｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託（２月分） 135,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 無線機（携帯用航空波無線機・１．５Ｗ型）の買入れ 432,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 回転翼航空機（EC225型）模擬飛行訓練研修委託 2,331,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ライン整合器の買入れ 394,200

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ライン整合器ほか２点の買入れ 248,400

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか４点の買入れ 128,736

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 レンチ（ソケットレンチ）ほか８点の買入れ 74,358

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 長テーブルほか４点の買入れ 26,568

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ＵＳＢメモリほか２点の買入れ 74,800

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中継器ほか２点の買入れ 378,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ホワイトガソリンほか２点の買入れ 185,731

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 喪章２点の買入れ 3,780

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 整理箱（重量18kg以下）ほか８点の買入れ 769,413

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 68,040

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江東航空ｾﾝﾀｰ自家用電気工作物定期点検保守委託２月分 14,364

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 無線受信機の買入れ 20,298,600

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 平成２９年度救急救命士再教育旅費 6,112

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 計器飛行研修旅費（２月分） 1,766

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江東航空センター庁舎清掃委託（２月分） 47,810

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ（単価契約）２月分 79,785

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 救命胴衣３点点検委託 256,932

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 救命胴衣３点点検委託 290,736

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ（気象表示装置）ほか８点の買入れ 3,888,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 接着剤（Raychem S1184）ほか１２点の買入れ 477,932
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東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託 27,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託 86,400

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江東航空センタークレーン設備点検委託 197,640

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 周波数測定器点検委託 110,160

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ピトー静圧試験器点検委託 222,390

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ホワイトガソリンほか２点の買入れ 241,524

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 リトラクションアクチュエーターほか７１点の買入れ 26,639,280

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 93,027

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 54,004

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,706

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 気象情報ほか１点の利用（２月分） 299,700

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 飛行場の借入れ（単価契約）（２月分） 243,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾌﾛｰﾄ（中型機ちどり用）点検委託 4,104,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 江東航空センター配電盤設備改修工事 254,880

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 航空隊多摩航空ｾﾝﾀｰ(29)直流電源装置その他修繕工事 5,343,840

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）1月分 9,146

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の購入に伴う資金の支出及び精算について 17,100

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 航空機動態監視システム回線の支払い（2月分） 6,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 パンフレット「空の消防」の印刷 324,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 汚染度ほか１点の測定（単価契約）（１月分） 32,832

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ装置(構成1)外10点の借入れ(2月分) 2,383,776

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 多摩航空ｾﾝﾀｰ航空燃料給油施設点検委託 459,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 加圧真空試験器ほか１点点検委託 197,640

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ電送ｼｽﾃﾑ装置点検保守委託(2月分) 581,040

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 4,264

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 無線装置（基地用（三宅））ほか５点点検委託 2,613,600

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ボート２点点検委託 2,204,915

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 航空燃料(JetA-1)の買入れ(1～3月分)(単価契約) 8,017,920

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ヘッドセットほか２点の買入れ 143,640

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消火装置（大型機用）の修繕 1,404,000

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託 43,200

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託 32,400

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 航空燃料(JetA-1)2点の買入れ(1～3月分)(単価契約) 6,447,568

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 デジタルエンジン制御装置の買入れ 19,116,000

1276 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 食品加工機ほか２６点の買入れ 228,960

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 7,884

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 航空隊システムプロバイダ使用料の支払い（2月分） 3,456

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 航空隊システム装置回線使用料の支払い（2月分） 15,120

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 消防学校産業医報償費　平成30年2月分 126,000

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)1月分 11,966

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)(1月分) 137,824

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 細菌検査ほか1点検査委託(2月分) 17,820

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 中央処理装置(CAIｻｰﾊﾞ)外11点の借入れ(2月分) 1,555,740

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 引き出し２点の買入れ 734,389

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 椀の買入れ 138,240

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 かまの買入れ 864,000

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について 768,460

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 256,616

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 回収訓練水処理設備ほか2点定期点検保守委託(2月分) 45,360

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校西原寮水ろ過設備定期点検保守委託(2月分) 19,440

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校ほか1ｶ所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 474,228

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校第一校舎ほか4か所建物管理業務委託(1月分) 5,024,252

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 書類整理箱ほか４６点の買入れ 143,458

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第６回職員教養講座の外部講師に支払う謝金 90,239

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校幡ヶ谷寮ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 42,120

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校第一校舎ほか3か所時計装置点検委託 215,568

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 コントロールパネルほか１６点の買入れ 5,054,400

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校第二校舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 57,024

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校第一校舎ほか1か所自動ﾄﾞｱ定期点検保守委託 36,720

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 消防体育のあり方検討委員会のｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ報酬の支出 25,980

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬委託(単価契約)(2月分) 129,944

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)(2月分) 19,440

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 消防学校幡ヶ谷寮玄関扉改修工事 918,000

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 洗浄機の修繕 793,800

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか2点の借入れ(12月分) 539,460

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか2点の借入れ(1月分) 539,460

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 中央処理装置ほか2点の借入れ(2月分) 539,460

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 校務課事務連絡旅費(1月) 27,377
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東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 掛ふとんほか２点の借入れ(単価契約)(2月分) 43,273

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 東京消防庁消防学校第一校舎で使用する電気需給 2,273,741

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物処分委託(単価契約)(2月分) 191,376

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬委託(単価契約)(2月分) 49,248

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 消防学校第二校舎ほか4か所避難器具点検委託 76,680

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 模型の買入れ 1,998,000

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 パンフレット２点の印刷 416,880

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 ＣＡＩ教材制作委託 1,976,400

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校学生訓練棟ほか1か所ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ及び安全ﾈｯﾄ点検 170,640

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 地図帳(ｾﾞﾝﾘﾝ住宅地図東京都世田谷区)ほか204点の買入 465,640

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 職員教養講座(消防講演会)の外部講師に支払う謝金 200,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 書籍３点の買入れ 648,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第46期救急救命士養成課程研修病院実習負担金(墨東) 200,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第46期救急救命士養成課程研修病院実習負担金(多摩) 200,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 消防大学校新任教官科(第11期)に係る経費(入校経費) 20,350

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 消防大学校新任教官科(第11期)に係る経費(振込手数料) 432

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 電極ﾊﾟｯﾄﾞ(TEC2513･TEC2313用)ほか8点の買入れ(複単) 155,736

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 消防大学校新任教官科(第11期)に係る経費(旅費) 11,764

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 防護衣(自給式呼吸用保護具併用型密閉服)2点の買入れ 972,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第56期救急救命士就業前研修病院実習負担金(医科歯科) 216,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第3期予防技術研修外部講師報償費 13,400

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第318・15期初級幹部研修(司令補・主任)講師報償費 107,253

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第319期初級幹部研修(司令補)外部講師報償費 128,624

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第55期上級幹部研修外部講師報償費 222,947

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第46期救急救命士養成課程研修病院実習負担金(広尾) 200,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)１月分 19,787

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 発電機の買入れ 183,600

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 運搬車ほか７点の買入れ 149,493

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 水切り棒ほか１１点の買入れ 865,620

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 83,268

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 カバー（安全マット用）の買入れ 594,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 マット（安全マット）の買入れ 488,160

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 止血帯（四肢用ターニケット）の買入れ 529,200

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中継器ほか３点の買入れ 502,251
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東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 模造紙ほか２点の買入れ 123,876

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４点の買入れ 180,316

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 呼吸器検査器の買入れ 943,920

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 模擬電極パッドほか１点の買入れ 680,400

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 22,981

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 初任学生の校外学習に係る駐車場使用料 3,900

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 郵便切手の買入れ 5,100

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 訓練用人形2点の買入れ 5,022,000

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 訓練用人形2点の買入れ 1,209,600

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 面接官研修旅費 802

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 現任士長・副士長ｽｷﾙｱｯﾌﾟ特別研修外部講師報償費 71,400

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第129期救急標準課程研修病院実習負担金(東京医療) 21,600

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第320期初級幹部研修(司令補)外部講師報償費 128,624

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第321期初級幹部研修(司令補)外部講師報償費 128,624

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第46期救急救命士養成課程研修外部講師報償費(2月分) 664,095

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 事務端末装置の修繕 25,882

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ウエットスーツの買入れ 78,840

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 運搬車ほか１５点の買入れ 485,535

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 人工蘇生器（手動引金式）の買入れ 861,840

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線(ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ)利用料の支払い 平成30年2月分 1,458

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線(光回線)利用料の支払い 平成30年2月分 5,616

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第46期救急救命士養成課程研修外部講師報償費(3月分) 85,481

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 備品購入費 訓練用人形（処置拡大訓練用）の買入れ 9,003,960

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 使用料及賃借料 バスの借上げ 123,120

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 書籍２点の買入れ 70,848

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第129期救急標準課程研修外部講師報償費 539,739

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 報償費 第114期初級幹部研修(士長)外部講師報償費 69,224

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第129期救急標準課程研修病院実習負担金(災害医療) 8,640

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第56期救急救命士就業前研修病院実習負担金(災害医療) 43,200

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第129期救急標準課程研修病院実習負担金(国立国際) 20,560

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

第56期救急救命士就業前研修病院実習負担金(国立国際) 411,200

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年1月分事務連絡旅費（非常勤職員分） 6,783

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分事務連絡旅費（安全所長分） 1,440

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 赤外線映像装置ほか５点の借入れ（2月分） 99,360
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東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 熱量計ほか７点の買入れ 483,840

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 演壇の買入れ 141,480

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机ほか１点の買入れ 474,660

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防技術安全所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 130,680

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 筋電図測定器の借入れ（2月分） 32,184

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 ランニングマシーンの借入れ（2月分） 22,032

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 エルゴメーターの借入れ（2月分） 13,770

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 熱量計外４点の借入れ（2月分） 420,984

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 蛍光Ｘ線分析機外４点の借入れ（2月分） 566,352

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 電気泳動装置ほか６点の借入れ（2月分） 287,820

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 引張圧縮試験機の賃借（2月分） 161,784

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 パーソナルコピュータ装置ほか３点の賃借（2月分） 137,823

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 熱分析装置(同時測定装置)ほか３点の借入（2月分） 52,596

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 質量分析計外18点の賃借（2月分） 674,730

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(３月分) 222,033

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(３月分) 48,389

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 安全所一般公開案内状発送に伴う郵送料の支出及び精算 11,622

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 使用料及賃借料 分子量測定装置ほか４点の賃借（2月分） 254,286

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ヘリウムガスほか５点の買入れ（単価契約）（2月分） 79,704

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 6,937

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 報償費 学識経験者による年度改良検証の事後評価報酬について 107,200

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年2月分事務連絡旅費（非常勤職員分） 1,156

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 移動式ｸﾚｰﾝ運転士等養成研修2月分旅費 7,600

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 1,932

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 1,620

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 75,551

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 20,464

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 74,520

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 219,348

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 9,180

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 21,060

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 9,936

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 18,036

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 48,492
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東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 10,044

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 25,380

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 17,172

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムトナーカートリッジほか３５点の買入れ（集合） 17,172

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 丸の内消防署有楽町出張所防災管理点検委託 16,200

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 47,782

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）２月分 11,988

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 40,525

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分） 330

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２月分） 10,129

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２月分） 26,155

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 丸の内署電灯設備その他改修工事 151,200

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第52期救急救命東京研修所(国家試験対策授業)研修旅費 2,260

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,440

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,012

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 丸の内署車庫の大戸改修工事 280,800

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬処分（集合） 47,520

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬処分（集合） 51,840

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査 57,724

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 麹町消防署合同庁舎オーバードアー修繕工事 432,000

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費 33,439

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育（病院実習）旅費 6,064

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 エレベーター閉じ込め事故指導者研修旅費他 3,954

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 継続検査に伴う重量税及び自賠責保険料の支出・精算 6,600

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 継続検査に伴う重量税及び自賠責保険料の支出・精算 8,570

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手の買入れに伴う支出及び精算について 14,900

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額支払案件(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)に係る2月分繰越・資金前渡 27,736

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麹町消防署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託（２月分） 133,920

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 永田町出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守（２月分） 70,200

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麹町消防署永田町出張所庁舎清掃委託（２月分） 76,636

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 消防少年団夏季野外活動支援旅費 34,380

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 消防少年団夏季野外活動支援旅費 3,820
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東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 19,658

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マット（屋外用600×900mm）ほか４点の買入れ 64,206

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(自主防災)に係る3月分資金前渡 14,781

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団入団時健康診断に係る2月分繰越・資金前渡 25,920

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る2月分繰越・資金前渡 6,160

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）２月分 8,424

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査 57,400

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 救急救命東京研修所研修派遣者国家試験対策授業旅費 1,480

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 ガステーブルの買入れ 216,000

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 水切りワイパーほか８点の買入れ 47,196

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,343

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,254,866

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 消火器（強化液）ほか１点の買入れ 6,512

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,817

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 家具転倒防止ユニットほか２点の買入れ 18,144

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 外国語会話技能者養成委託研修旅費 1,650

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 破傷風ワクチン接種旅費他 12,146

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 315,200

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 824,626

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 更衣箱ほか７点の買入れ（集合） 629,424

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 更衣箱ほか７点の買入れ（集合） 86,400

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 80,244

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 20,628

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 13,662

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 14,040

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 17,280

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 21,816

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 スタンプ台ほか７６点の買入れ（集合） 4,428

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 事務端末装置の修繕 25,882

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 防音シートほか５点の買入れ 68,040

東京消防庁 麹町消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 190,235
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東京消防庁 神田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか６点の買入れ 195,480

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 神田消防団第三分団本部漏水修繕工事 291,600

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 757,161

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,050

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 96,882

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 46,872

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について（３月分） 210,879

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,821

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 598,964

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 998

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の報酬の支払いについて（２月分） 63,000

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の報酬の支払いについて（２月控除分） 1,990

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 水性塗料用刷毛ほか9点の買入れ 34,170

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特殊用途自動車（消防団可搬ポンプ積載車）の法定点検 54,557

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 神田消防署合同庁舎オーバードアー修繕工事 216,000

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便料金の支出について 8,856

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)　２月分 16,548

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ｶﾞｽ充てん(単価契約)　２月分 29,862

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田消防署三崎町出張所ほか１か所庁舎清掃委託 2月分 56,700

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 神田消防署合同庁舎（２９）中央監視装置修繕工事 1,382,400

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 照明器具ほか11点の買入れ 170,876

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 照明器具ほか11点の買入れ 39,832

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 照明器具ほか11点の買入れ 18,360

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 神田消防署鍛冶町出張所事務室照明器具改修工事 298,080

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 234,336

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 加湿器の買入れ 73,224

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度１０～２月分　事務連絡等旅費 43,795

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度１０～２月分　事務連絡等旅費 19,468

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度１０～２月分　事務連絡等旅費 28,654

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,152
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東京消防庁 神田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,735,754

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分(単価契約)(集合)(2月分) 10,800

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分(単価契約)(集合)(2月分) 26,142

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬(単価契約)(２月分) 35,360

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 49,470

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫（両開き）ほか39点の買入れ 1,204,200

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

神田消防団第二分団格納庫の光熱水費の支払い　2月分 962

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

神田消防団第二分団施設の全体管理費等の支払い 4月分 14,470

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

神田消防団第二分団施設の業務一部管理費等　4月分 13,699

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田合同庁舎ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検(2月分) 461,764

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 三崎町指定待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 92,880

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田消防署三崎町出張所ほか１か所雑排水管洗浄委託 230,040

東京消防庁 神田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 神田消防署鍛冶町出張所衝撃緩衝材設置工事 82,080

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の支払い 6,600

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の支払い 8,570

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費等(12・1・2月分)の支出について 28,890

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等(1月分)の支出について 11,341

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,147

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 563,143

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 掲示板４点の買入れ 129,384

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について(3月分) 141,437

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理費)に係る資金前渡について(3月分) 56,000

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 京橋署銀座出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託 71,280

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 更衣箱の買入れ 298,080

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特別区消防団用可搬ポンプ積載車の点検整備 91,040

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費等(1月分)の支出について 12,356

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 研修旅費等(1月分)の支出について 10,730

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費等(1月分)の支出について 1,274

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費等(1月分)の支出について 5,290

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費等(1月分)の支出について 44,426

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 京橋消防署ほか２か所庁舎清掃委託（３月分） 105,435
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東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 監視カメラ装置の修繕 410,400

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）（２月分） 25,258

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（単価契約） 498,908

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ウエスの買入れ 20,196

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等(2月分)の支出について 10,456

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 54,168

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,600

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 充電器の買入れ 7,560

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 京橋消防団第１分団本部照明器具改修工事 341,280

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 92,769

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 防火対象物点検未報告事業所への通知に係る資金前渡 18,884

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 371,144

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費等(2月分)の支出について 9,384

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 警告書の交付に要する資金前渡について 880

東京消防庁 京橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 198,829

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査（車検）に伴う支出 8,570

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査（車検）に伴う支出 6,600

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 531,137

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 65,261

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 保管庫(両開き書庫)ほか6点の買入れ(集合) 129,341

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫(両開き書庫)ほか6点の買入れ(集合) 118,389

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 62,607

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,274,636

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,906

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡について（３月分） 4,320

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について（３月分） 244,728

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署ほか3か所庁舎清掃委託(2月分) 112,628

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ(２月分)(単価契約) 120,204

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 平均台ほか2点の買入れ 84,229

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署人形町出張所排水管高圧洗浄委託 66,960
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東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署別館兜寮ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守(2月分) 73,440

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか9点の買入れ(集合) 61,366

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 写真機ほか9点の買入れ(集合) 6,091

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか9点の買入れ(集合) 2,419

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 23,006

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署エレベーター設備定期点検保守委託(2月分) 69,465

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 日本橋第四分団シャッター修繕工事 194,400

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車(第5分団)継続検査 81,120

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 77,760

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 55,044

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署浜町出張所ホース乾燥用リフト点検委託 62,640

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 137,190

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 70,702

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 55,852

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 45,146

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 29,679

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 冷蔵箱ほか22点の買入れ(集合) 7,031

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費について 15,648

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費について 60,042

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費について(防災専門指導員・１月分) 6,458

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費について(１２月分) 15,703

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 団章ほか1点の買入れ 40,176

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 506,268

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本橋署ほか3か所庁舎清掃委託(3月分) 129,504

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 き章3点の買入れ 20,736

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ドライスーツの修繕 24,840

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ(6色入)ほか3点の買入れ(集合) 15,066

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ(6色入)ほか3点の買入れ(集合) 34,020

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録等に伴う手数料の支出について 2,100

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 船舶用燃料(軽油JIS2号)の買入れ(2月分)(単価契約) 397,440
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東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 油圧式救助器具の修繕 21,168

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４８点の買入れ（集合） 93,993

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４８点の買入れ（集合） 60,166

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４８点の買入れ（集合） 40,198

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４８点の買入れ（集合） 14,061

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか４８点の買入れ（集合） 8,813

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 油圧式救助器具の修繕 16,632

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(0004-01)に係る資金前渡について(3月分) 9,612

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ろ過機付属中和用炭酸ガスボンベ充填費用の支出 4,320

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 123,358

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 34,906

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 臨港月島出張所吸収式冷暖房設備点検保守委託(1月分) 42,120

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 臨港消防署ほか１か所庁舎清掃委託（２月分） 41,310

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(1204-01)に係る資金前渡(3月分) 5,717

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ 14,385

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

臨港消防団第一分団格納庫維持管理費等の支払(３月分) 33,701

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約)(２月分) 19,063

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)(2月分) 20,250

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 臨港消防署汚水管及び雑排水管洗浄委託 295,920

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価)(２月分)(集合) 292,610

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価)(２月分)(集合) 7,992

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 57,640

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 17,183

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 4,309

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 38,016

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 12,182

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 4,277

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(とじ厚100mm)ほか60点の買入れ(集合) 7,657

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 月島出張所ガス料金（２月分）の支払 124

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 108,119

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ドライスーツの修繕 32,292

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防艇「はやて」中間検査受検前整備 3,056,400

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防艇「はやて」中間検査受検前整備に伴う追加修繕 425,957

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 43,416
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東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか5点の買入れ 64,226

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２月分事務連絡旅費 51,620

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月分事務連絡旅費 14,718

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月分事務連絡旅費 1,540

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに伴う支出について(増額要求分) 53,200

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 739,786

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,910

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 携帯警報器の修繕 17,280

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 長靴(２７ｃｍ）ほか７点の買入れ 246,348

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,962

東京消防庁 臨港消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 94,135

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署自家用電気工作物定期点検保守委託（12,1月分） 57,024

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 芝署廃棄物の収集運搬･処分委託(単価･集合)1月分 19,945

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 芝署産廃の収集運搬･処分委託(単価･集合)1月分 10,206

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署産廃の収集運搬･処分委託(単価･集合)1月分 23,814

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）１月分 5,838

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ（その２） 86,356

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 バッテリーの買入れ 125,280

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 34,041

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１２月分） 3,828

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 芝大門待機宿舎防火設備受信盤予備電源修繕工事 34,560

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 テープほか４４点の買入れ（集合） 180,738

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 テープほか４４点の買入れ（集合） 45,090

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 乾電池（単３形）ほか５点の買入れ（集合） 29,872

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 乾電池（単３形）ほか５点の買入れ（集合） 49,248

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵送料（消防少年団）に要する費用の支出及び精算につ 9,936

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(防災業務)に係る資金前渡(３月分) 4,000

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,330

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）１月分 13,608

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署芝浦出張所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ点検委託 15,120

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る資金前渡（３月分） 102,978
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東京消防庁 芝消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般管理)に係る資金前渡(３月分) 97,967

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 役務費 郵送料（要保護者送院通知書）の資金前渡の支出及び精 1,640

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,253

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 404,128

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第21期化学災害技術研修に要する旅費 10,688

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第43期救急隊長特別研修に要する旅費 7,310

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第707期初任総合教育課程に要する旅費 4,176

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 英語対応救急隊員育成英会話研修に要する旅費 10,800

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 274,148

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか8点の買入れ(集合) 612,252

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか8点の買入れ(集合) 31,968

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか8点の買入れ(集合) 82,296

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか8点の買入れ(集合) 66,960

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか8点の買入れ(集合) 33,264

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 287,701

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 やかんほか１９点の買入れ 101,783

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 塗料ほか１点の買入れ 11,100

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 864,133

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（集合） 142,560

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（集合） 155,520

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第368期ポンプ機関技術研修講師に要する旅費 8,904

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第368期ポンプ機関技術研修に要する旅費 10,632

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第３期予防技術研修に要する旅費 11,450

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第319期初級幹部研修(司令補)講師に要する旅費 762

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第707期初任総合教育課程講師に要する旅費 926

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 59,186

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎管理に係る資金前渡（３月分その２） 246,321

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般管理)に係る資金前渡(３月分その２) 43,524

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 バスの借上げ（その２） 65,880

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝消防署雨水ろ過装置点検委託（その２） 41,040

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第113期初級幹部研修(消防士長)に要する旅費 2,960
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東京消防庁 芝消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第114期初級幹部研修(消防士長)に要する旅費 2,260

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第117期初級幹部研修(消防士長)に要する旅費 1,976

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第２期現任士長スキルアップ特別研修に要する旅費 5,864

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 13,736

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備ほか3点の定期点検保守委託(2月分) 270,000

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 90,358

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 芝署廃棄物の収集運搬･処分委託(単価･集合)2月分 19,446

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 芝署産廃の収集運搬･処分委託(単価･集合)2月分 8,457

東京消防庁 芝消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署産廃の収集運搬･処分委託(単価･集合)2月分 19,731

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の２４ヵ月定期点検 60,910

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 スクワット台の買入れ 99,900

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年２月(２) 13,338

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年２月(２) 22,860

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年２月(２) 6,795

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年２月(２) 18,681

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費平成３０年２月(２) 330

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 462,747

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,359

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 麻布消防団入団時健康診断委託（単価契約）(2月分) 8,100

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 63,000

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 1,990

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 特定家庭用機器の廃棄処分に伴う料金の支出及び精算 2,484

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 特定家庭用機器の廃棄処分に伴う料金の支出及び精算 130

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麻布署単身宿舎エレベーター設備点検保守委託(2月分) 66,960

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麻布消防署自家用電気工作物定期点検保守委託(2月分) 16,632

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 麻布消防署ほか１か所庁舎清掃委託(2月分) 53,406

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団車両の検査に伴う税と自賠責保険の支出と精算 6,600

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団車両の検査に伴う税と自賠責保険の支出と精算 8,570

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（3月分） 318,000

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 73,874

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 18,747

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）2月分 9,072

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 31,174

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団車両の検査に伴う税と自賠責保険の支出と精算 8,200
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東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団車両の検査に伴う税と自賠責保険の支出と精算 8,570

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 下水道料金の支出及び精算について（その２） 4,892

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,489

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 救急業務に関する書籍購入に伴う支出及び精算について 4,080

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 金庫ほか１７点の買入れ（集合） 33,920

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 金庫ほか１７点の買入れ（集合） 9,288

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 金庫ほか１７点の買入れ（集合） 6,040

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 金庫ほか１７点の買入れ（集合） 4,752

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年３月(１) 42,956

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年３月(１) 14,400

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年３月(１) 762

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費平成３０年３月(１) 165

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費平成３０年３月分(２) 37,865

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費平成３０年３月分(２) 330

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,268

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の24ヵ月定期点検(その２) 75,393

東京消防庁 麻布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 77,898

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか１件の旅費（１２月分） 15,066

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか１件の旅費（１２月分） 10,248

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 278,007

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,717

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 486,951

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 拡声器の買入れ 38,016

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車法定12ヶ月定期点検 19,105

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る2月分の繰越し及び資金前渡について 80,676

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理費)2月分の繰越し及び資金前渡 50,058

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤坂署ほか１か所庁舎清掃委託(2月分) 63,536

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の旅費（１月分） 15,997

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の旅費（１月分） 5,892

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の旅費（１月分） 1,124

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費ほか３件の旅費（１月分） 319

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,426
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東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 16,485

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)2月分 14,364

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 赤坂署衝撃緩衝材設置工事 194,400

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗剤ほか13点の買入れ(集合) 154,062

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 洗剤ほか13点の買入れ(集合) 57,337

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 洗剤ほか13点の買入れ(集合) 10,368

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 洗剤ほか13点の買入れ(集合) 7,841

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか15点の買入れ(集合) 43,880

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか15点の買入れ(集合) 22,993

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,657

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 223,503

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 222,480

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカーバーの洗濯 34,560

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 セロハンテープほか11点の買入れ 109,080

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 604,800

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(１２月分・１月分） 57,321

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(１２月分・１月分） 4,018

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(１２月分・１月分） 946

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）2月分 51,931

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 バスの借上げ 97,200

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 測深器ほか16点の買入れ 238,140

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 高輪消防団第1分団本部照明器具改修工事 183,600

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車(6.2Ah以上)ほか３点の買入れ 290,308

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光管(Hf32W)ほか７点の買入れ 152,837

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 72,005

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 66,871

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）２月分 17,388

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る前渡金の支出（３月分） 198,224

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防艇手入れ用品及び船体塗装等に係る前渡金の支出（ 160,980

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 5,248

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物(粗大ごみ等)の収集運搬及び処分委託(集合) 75,600

1292 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物(粗大ごみ等)の収集運搬及び処分委託(集合) 216,000

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分事務連絡旅費 27,430

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年１月分事務連絡旅費 1,516

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 94,252

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 19,252

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手の買入れに要する前渡金の支出及び精算 3,854

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年１２月分事務連絡旅費 20,343

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年１２月分事務連絡旅費 2,416

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 982,461

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,796

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,369

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 199,974

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団の入団時健康診断に要する前渡金の支出及び精算 8,190

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 毒劇物防護衣の修繕 24,840

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 口腔清浄器の修繕 12,171

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 消防艇運航実務研修旅費 31,341

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 164,160

東京消防庁 高輪消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 高輪消防署ほか４か所庁舎清掃委託（2月分） 80,460

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか４点の買入れ（集合） 112,428

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか４点の買入れ（集合） 79,056

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（10月分） 4,680

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（10月分） 9,373

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（10月分） 11,440

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 品川単身待機宿舎（２９）消火設備改修工事 2,397,600

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署ボイラー清掃委託 108,000

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 鍵の買入れ 213,840

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 品川署五反田出張所非常用発電機の買入れ 244,296

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 プロパンガスの買入れ 3,780

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１月分） 53,850

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１月分） 12,360

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１月分） 43,472

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１月分） 5,982

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 72,005
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東京消防庁 品川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 2,275

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出につい 99,241

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡の支出について 240,000

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署ほか2か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ及び重量ｼｬｯﾀｰ定期点検 172,800

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署東品川出張所ほか1か所ﾎｰｽﾘﾌﾄ定期点検保守委託 86,400

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 989,126

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 普通救命講習教材ほか９点の買入れ（集合） 42,000

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 普通救命講習教材ほか９点の買入れ（集合） 33,640

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 有料ごみ処理券の買入れに伴う前渡金の請求及び精算に 171,000

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員健康診断委託に係る資金前渡の支出について 54,000

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川消防団第6分団格納庫の光熱水費負担金　(２月分) 1,564

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(２月分) 22,675

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署東品川出張所ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検委託(2月分) 144,720

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の定期点検（１２か月） 18,576

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,561

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出について 97,524

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 52,848

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん(単価契約)（２月分） 39,366

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 111,587

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 618,767

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（12月分） 11,088

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更登録手数料の支出について 350

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 211,498

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 142,375

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 品川署東品川出張所廃棄物委託(単価・集合)（２月分） 7,208

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署東品川出張所廃棄物委託(単価・集合)（２月分） 5,443

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署ほか３か所庁舎清掃委託（２月分） 75,273

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 91,849

東京消防庁 品川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝王子出張所地下配管ﾋﾟｯﾄ内の汚水等汲出洗浄消毒委託 248,400

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ６点の買入れ 18,193
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東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 88,013

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡（３月分） 107,992

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 863,776

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 50,815

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡（３月分） 3,592

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 大井消防団員の入団時健康診断委託（単価契約）２月分 5,400

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（予防業務３月分） 1,814

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 63,000

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡（３月分） 150,000

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１２月事務連絡） 19,781

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１２月事務連絡） 13,902

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月学校研修） 7,987

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月学校研修における事務連絡） 340

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（予防業務３月分） 35,283

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 51,612

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大井単身待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分 56,160

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 八潮家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分 69,120

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 17,374

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 大井消防署ほか１所衝撃緩衝材設置工事 258,660

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 携帯警報器（モーションスカウト）の修繕 17,280

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか３点の買入れ（集合） 147,778

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 デスクマットほか３点の買入れ（集合） 49,933

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか３点の買入れ（集合） 35,542

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか３点の買入れ（集合） 5,216

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 大井署八潮出張所熱媒需給（２月分） 242,865

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防錆塗料の買入れ 7,257

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 のぼり旗の買入れ 24,300

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 31,752

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 キーボックスほか５点の買入れ 39,169

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更手数料及び自動車登録番号標交付手数 350

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車検査証変更手数料及び自動車登録番号標交付手数 1,440

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 団光熱水費（水道使用料）10月～１月分 4,534

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 団光熱水費（水道使用料）1月～3月分 3,736
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東京消防庁 大井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,590

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大井署非常電源（自家発電設備）点検委託 162,000

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡（３月分） 205,200

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大井署八潮出張所温水吸収冷凍設備定期点検保守委託(2 25,663

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 団可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車法定点検等について（3分団積載車） 12,160

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 団可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車法定点検等について(２分団積載車） 11,998

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,744

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 283,270

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（予防業務３月分） 22,964

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 35,000

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約） 30,672

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大井消防署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 68,177

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 水槽の買入れ 77,760

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（緊急自動車運転技術研修） 17,236

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月学校研修） 26,231

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月学校研修） 14,844

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月学校研修における事務連絡） 680

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ＥＴＣセットアップ変更手数料の支出及び精算について 2,700

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,520

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,072

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査（12ヶ月）整備 23,997

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ディスプレイほか１点の買入れ 77,868

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 70,886

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに要する経費 191,520

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 広報板ほか２点の買入れ 270,000

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 1,468

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 6,482

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 94,392

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 8,985

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 69,541

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 18,014
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東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 チェーンほか２５点の買入れ（集合） 54,918

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 脇机ほか６点の買入れ 999,972

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 給湯器の買入れ 790,000

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（11・12・1月分）その１ 13,196

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（11・12月分）その１ 11,440

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（12月分）その１ 7,299

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 44,320

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 344,448

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荏原署ﾎｶ１ｶ所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託（２月分） 129,600

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荏原消防署ほか３か所庁舎清掃委託（２月分） 63,601

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（10・11・1月分）その１ 10,470

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（10・11・1月分）その１ 1,100

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（10・11・1月分）その１ 731

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荏原署ﾎｶ１ｶ所自家用電気工作物定期点検保守(１月分) 29,808

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荏原署ﾎｶ１ｶ所自家用電気工作物定期点検保守(2月分) 29,808

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 98,868

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 155,520

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 38,880

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 20,865

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 12,098

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 40,429

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２６点の買入れ（集合） 19,440

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救助用ロープほか４点の買入れ（集合） 56,160

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 救助用ロープほか４点の買入れ（集合） 73,872

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に要する経費（３月分） 96,807

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕（３月分） 128,838

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に要する経費（３月分） 8,600

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団入団時健康診断に要する経費（３月分） 9,860

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 15,826

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）２月分 43,092

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 63,000

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種自動車配置換えに伴う手数料の請求について 350
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東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 673,399

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,573

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 53,264

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ごみ圧縮機の買入れ 66,096

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 遮光カーテンほか１点の買入れ 137,376

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 荏原消防団第５分団本部照明器具改修工事 139,320

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（11・12・1月分）その１ 31,067

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（11・12・1月分）その１ 4,848

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 151,505

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ガステーブル２点の買入れ 66,528

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（12・1・2月分）その１ 791

東京消防庁 荏原消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（12・1・2月分）その１ 1,449

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 138,913

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署ほか２か所自家電定期点検保守委託（12・1月） 79,056

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員入団時の健康診断委託（単価契約）1月分 7,236

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 除湿機ほか9点の買入れ 802,764

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救命士再教育旅費 1,800

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 552,822

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る経費の資金前渡について(3月分) 110,452

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理)の支出について(3月分) 72,406

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(車両管理)の支出について(3月分) 906

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 少額支払案件(初度調弁)の支出について(3月分) 21,427

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署森ケ崎出張所ＥＶ設備定期点検保守委託（２月） 62,208

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 72,005

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,275

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 大森消防署市野倉出張所トイレ和洋改修工事 380,484

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプの修繕 118,065

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 茶碗ほか8点の買入れ 40,543

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森消防署ほか４か所庁舎清掃委託（２月分） 56,315

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署山谷所庁舎落成式会場設営委託 299,160

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 大森署市野倉所冷暖房設備改修工事 136,080
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東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 91,692

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 16,200

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 2,808

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 18,252

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 14,904

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 51,624

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 12,960

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 5,076

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 コンテナほか41点の買入れ(集合) 11,664

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 4,859

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 4,093

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 5,789

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 1,987

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 48,546

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 58,266

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 7,366

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 32,897

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ふせんほか62点の買入れ(集合) 19,797

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 55,766

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 4,955

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分事務連絡旅費 17,616

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(車両管理)の支出について(3月分) 3,683

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（２月分） 73,872

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 21,811

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 大森署山谷所庁舎移転に伴う物品等運搬委託 579,960

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署森ケ崎所荷揚げリフト点検委託 42,120

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか2点の買入れ 113,940

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る経費の資金前渡について(3月分) 255,267

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 トレーニングベンチほか6点の買入れ 243,000

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 深型両手鍋ほか38点の買入れ 299,916

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理)の支出について(3月分) 67,488

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,666

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,236,017

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 74,571
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東京消防庁 大森消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森家族待機宿舎ＥＶ設備定期点検保守委託（２月分） 58,428

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 食器棚ほか1点の買入れ(集合) 18,360

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 備品購入費 食器棚ほか1点の買入れ(集合) 116,208

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 81,889

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料の支出及び精算 1,750

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 45,886

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 32,740

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物の処理(収集運搬)(単価契約)（２月分） 31,026

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員入団時の健康診断委託（単価契約）2月分 7,236

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 水中マスクほか10点の買入れ 247,665

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプの修繕 47,520

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 大森第6分団本部照明器具改修工事 216,000

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 9,676

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 電動自転車の買入れ 713,088

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署簡易専用水道検査委託 19,440

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産廃の処理(収集運搬処分)(単価・集合)（２月分） 25,405

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産廃の処理(収集運搬処分)(単価・集合)（２月分） 37,361

東京消防庁 大森消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れに要する資金の支出及び精算について 15,000

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 防火水槽内部調査の排水に伴う下水道料金の支払い 5,259

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修等旅費の支給について 25,651

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 初級幹部研修等旅費の支給について 22,218

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）(1月分) 33,298

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,218

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 田園調布署長指定待機宿舎の電気料金の支出（２月分） 2,398

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 263,476

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 田調署長宿舎環境測定検査に要する資金の支出及び精算 172,260

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電球(ヘッドライト)ほか12点の買入れ 93,787

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷凍冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 221,616
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東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷凍冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 179,928

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 100,000

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 677,268

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,307

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 事務端末装置の修繕 10,801

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の委嘱に係る報償金の支出について(2月分) 63,000

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の委嘱に係る報償金の支出について(2月分) 1,990

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 田園調布公舎（工事中）の水道料金の支出（２月分） 3,736

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,882

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 車両の借上げ 76,680

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 オーバーヘッドドア点検委託 18,360

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 塗装合板ほか２点の買入れ 47,908

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 鍋ほか32点の買入れ 234,944

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,398

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 田園調布消防署出庫注意灯撤去工事 86,400

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ファイルほか５１点の買入れ（集合） 45,036

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ファイルほか５１点の買入れ（集合） 37,800

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ファイルほか５１点の買入れ（集合） 42,444

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 12,865

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 田園調布消防署ほか２か所庁舎清掃委託（１月分） 71,338

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 田園調布消防署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 71,338

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 湯沸器の買入れ 135,000

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救助資器材の修繕 9,072

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 クリアホルダーほか４０点の買入れ（集合） 129,967

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 クリアホルダーほか４０点の買入れ（集合） 48,729

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 消防団施設の照明器具改修工事 124,200

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか３点の買入れ（集合） 115,398

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 保管庫ほか３点の買入れ（集合） 155,055

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 108,161

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田消防署クレーン点検委託 37,800

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 44,599

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 16,274

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 47,779
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東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 22,053

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 36,452

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 32,878

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 6,804

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 5,481

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾗﾍﾞﾙ(目隠しﾗﾍﾞﾙ)ほか66点の買入れ（集合） 10,206

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 工具セットほか16点の買入れ（集合） 116,726

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 工具セットほか16点の買入れ（集合） 33,739

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 工具セットほか16点の買入れ（集合） 18,954

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車損害賠償責任保険料等の支出及び精算について 8,570

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車損害賠償責任保険料等の支出及び精算について 6,600

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,038

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,158,659

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 お盆(長手盆）ほか6点の買入れ 28,522

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払いについて(2月分） 63,000

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払いについて（2月分） 54,004

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払いについて(2月控除分） 1,990

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払いについて（2月控除分） 1,706

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能研修(四輪車)旅費の支出 16,012

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡（3月分） 2,560

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理・3月分） 47,940

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（装備維持管理・3月分） 3,240

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（通信施設・3月分） 24,300

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員入団時健康診断の受診（単価契約）(2月分） 11,556

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支出について 3,736

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 蒲田消防団第２分団本部照明器具改修工事 279,936

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田消防署消防用設備等定期点検保守委託 286,200

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 工事請負費 六郷出張所消防放送受信機ｱﾝﾃﾅ修繕工事 65,880

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田消防署ホースリフト点検委託 42,120

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 392,465

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,179

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（3月分） 180,036

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)2月分 19,262
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東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田消防署空港分署廃棄物の処理(単価契約)(集合)2月 12,636

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 蒲田消防署空港分署廃棄物の処理(単価契約)(集合)2月 9,477

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

空港分署における給排水運営管理に係る負担金(2月分) 87,476

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 66,679

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車（可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車）2台の法定点検整備 23,997

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車（可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車）の法定点検整備 53,080

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田消防署業務用空調機器点検委託 39,960

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか10点の買入れ（集合） 97,524

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか10点の買入れ（集合） 65,880

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか10点の買入れ（集合） 44,388

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか10点の買入れ（集合） 35,424

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか10点の買入れ（集合） 10,584

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 蒲田消防署羽田出張所ほか1か所浴室ｱﾙﾐｻｯｼその他改修 390,960

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車(可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車）の法定点検整備 12,052

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 届出促進文書郵送に伴う郵便料金の支出及び精算 4,756

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

空港分署ﾀｰﾐﾅﾙ分駐所における管理運営負担金(2月分) 108,948

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,255

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 106,454

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 497,203

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給(単価契約)2月分 54,162

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（1月分） 57,108

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（1月分） 1,848

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（1月分） 14,926

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（1月分） 1,980

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（1月分） 2,990

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について(3月分） 3,772

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 運搬車ほか5点の買入れ 298,047

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蒲田署エレベーター定期点検保守委託(2月分) 126,360

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 54,000

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 228,096

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ファイル（とじ厚8㎝）ほか１９点の買入れ 89,640

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の買入れ(単価契約)(1月分) 641,838

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗浄機ほか４４点の買入れ（集合） 120,529

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洗浄機ほか４４点の買入れ（集合） 65,556

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 洗浄機ほか４４点の買入れ（集合） 34,603

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 洗浄機ほか４４点の買入れ（集合） 8,024

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 洗浄機ほか４４点の買入れ（集合） 68,223

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 109,595

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 84,175

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 33,987

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 28,193

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 11,944

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 11,718

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 22,248

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 9,180

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか１０４点の買入れ（集合） 5,886

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 矢口消防団第1分団ポンプ積載車の継続検査（車検） 6,600

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 矢口消防団第1分団ポンプ積載車の継続検査（車検） 8,570

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか5点の買入れ（集合） 266,328

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 保管庫ほか5点の買入れ（集合） 8,424

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便料金（料金別納）の支払い 11,890

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団入団時健康診断委託(単価契約)(2月分) 17,280

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電話機台ほか２点の買入れ 112,460

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか５点の買入れ 172,476

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 330,757

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西六郷家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備点検保守委託(2月分) 64,800

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 矢口消防署ほか２か所衝撃緩衝材設置工事 464,400

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 表彰額の買入れ 56,700

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎管理等修繕等に係る資金前渡について 57,236

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 47,721

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（12月分） 6,441

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 13,728

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 72,005

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275
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東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,393

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 809,109

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素充てん（単価契約）２月分 42,876

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（1月分） 39,539

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（1月分） 6,528

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,337

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西蒲田出張所ほかｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 123,120

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 矢口消防団第4分団可搬ポンプ積載車の定期点検 21,560

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 矢口消防団第1分団可搬ポンプ積載車の継続検査(車検） 78,906

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 警報器（携帯用）4器の修繕 69,120

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 感冒薬ほか４点の買入れ 24,624

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,151

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 矢口署他3か所の廃棄物収集運搬･処分委託(単集)2月分 26,919

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 矢口署他3か所の廃棄物収集運搬･処分委託(単集)2月分 26,838

東京消防庁 矢口消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 矢口消防署ほか３か所庁舎清掃委託(2月分) 66,481

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒消防署空調設備加湿器ほか２件の点検委託 151,200

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１１点の買入れ(集合) 128,520

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１１点の買入れ(集合) 32,400

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１１点の買入れ(集合) 26,568

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒消防署雨水濾過装置点検委託（２月分） 64,800

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 目黒消防署ほか３か所衝撃緩衝材設置工事 470,880

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 固定具ほか３点の買入れ（集合） 115,862

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 固定具ほか３点の買入れ（集合） 13,478

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,880

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,595

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,221

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒署大岡山出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 62,964

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 委員会費 需用費 一般需用費 デジタルカメラの買入れ 47,304

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 発煙筒の買入れ 1,771

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額支払案件(管理費・役務費)に係る資金前渡(３月分) 8,000

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（２月分） 52,056
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東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 防火水槽内部調査に伴う水抜き作業に係る下水道料金 5,259

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒署ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(1月分) 104,760

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒署ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 104,760

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム印５２点の買入れ 61,128

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(３月分)(その２) 138,000

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理費)に係る資金前渡(３月分)(その２) 79,000

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 286,941

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,675

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 572,724

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,167

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 11,152

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,694

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 28,167

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 86,039

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,995

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,210

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防護衣(自給式呼吸用保護具併用型密閉服Ⅱ型)の修繕 11,340

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの充てん 3,780

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡について(３月分)(その２) 50,000

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 353,086

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,302

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 184,803

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒消防署ほか４か所廃棄物処分委託（２月分） 32,258

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 目黒署ほか4か所廃棄物収集運搬委託(単価契約)(2月分) 58,494

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 目黒消防署ほか４か所庁舎清掃委託（２月分） 79,007

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫の買入れ 138,024

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件（１２月分） 106,000

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件（１２月分） 11,830
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東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件（１２月分） 5,720

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 アンテナ(無線機用)ほか２点の買入れ 49,680

東京消防庁 目黒消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,960

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 ２９防火水槽改修工事 3,340,476

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 懸垂幕２点の買入れ 39,852

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 放射能測定器の修繕 14,040

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ペンキほか９点の買入れ（集合） 11,502

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ペンキほか９点の買入れ（集合） 29,106

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ペンキほか９点の買入れ（集合） 118,044

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ポールスタンドほか２点の買入れ 53,632

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 防災資機材格納庫用地の借用に係る賃借料等の支出 1,016,376

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 防災資機材格納庫用地の借用に係る賃借料等の支出 168,576

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成２９年１２月分）の支出について 7,564

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

防災資機材格納庫用地の借用に係る賃借料等の支出 12,000

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 整理棚３点の買入れ 184,680

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 内視鏡(簡易画像探索器）の修繕 30,780

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか３点の買入れ（集合） 32,130

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レーザーポインターほか３点の買入れ（集合） 2,419

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 ﾘｰﾌﾚｯﾄの送付に要する郵便料金の支出及び精算について 7,462

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 可搬ポンプ(消防団用）の修繕 47,638

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（病院実習）の支出について 38,350

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 事務連絡等の郵送用として使用する郵便切手の買入れ 5,350

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（外部研修）の支出について 11,440

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 81,001

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,559

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分） 26,673

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（集合） 56,052

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 世田谷消防署エレベーター設備定期点検保守委託(2月) 61,668
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東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 世田谷消防署ほか５か所庁舎清掃委託(2月分) 63,072

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 エアーコンディショナーの買入れ 236,304

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マット６点の買入れ 252,466

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか７点の買入れ（集合） 24,997

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか７点の買入れ（集合） 8,354

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか７点の買入れ（集合） 8,354

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 37,420

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,217,636

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 95,931

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 85,605

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 80,698

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断委託（単価契約）(2月分) 8,856

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断委託（その２）（単価契約） 44,280

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインド１１点の買入れ 360,288

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 43,178

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の支出について 21,970

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 370,331

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 120,706

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,607

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 世田谷消防署廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 25,515

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 世田谷消防署廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 31,040

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 保管庫(引戸型)ほか５点の買入れ(集合) 206,604

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫(引戸型)ほか５点の買入れ(集合) 83,916

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 工事請負費 世田谷消防団第８分団１部格納庫移設工事 291,600

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 台車ほか９点の買入れ（集合） 60,804

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 台車ほか９点の買入れ（集合） 38,340

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 台車ほか９点の買入れ（集合） 27,756

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 台車ほか９点の買入れ（集合） 27,756
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東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 42,120

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 油圧式救助器具の修繕 72,122

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 79,207

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 額ぶちほか１点の買入れ 59,356

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ４点の買入れ（集合） 118,692

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防団費 委員会費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ４点の買入れ（集合） 64,346

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修講師旅費 1,728

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分事務連絡旅費 18,602

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 79,980

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修旅費 12,478

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 化学災害技術研修 19,268

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 化学災害技術研修 1,586

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する支払（２月分） 72,005

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 124,657

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 玉川消防団第８分団可搬ポンプ積載車の自動車重量税及 6,600

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 玉川消防団第８分団可搬ポンプ積載車の自動車重量税及 8,570

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか７点の買入れ（集合） 33,264

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか７点の買入れ（集合） 111,132

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか７点の買入れ（集合） 90,936

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか７点の買入れ（集合） 15,552

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般）３月分 102,321

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（消防）３月分 27,857

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等（３月分） 299,000

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川消防署ほか３か所庁舎清掃委託（２月分） 172,485

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川署ほか1か所エレベーター設備定期点検保守委託 157,680

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川消防署雨水処理設備点検清掃委託 216,000

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ガス採取器の買入れ 56,700

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 盆ほか４点の買入れ 37,476

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 玉川消防署奥沢出張所ドレンチャー設備改修工事 497,880
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東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救命士再教育旅費 17,566

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 消防学校講師旅費 1,790

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）(2月分) 56,808

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川消防署ほか２か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱその他点検保守委託 143,640

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 967,648

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,192

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 18,774

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 玉川消防団第１分団可搬ポンプ積載車継続検査 69,788

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 玉川消防団第８分団可搬ポンプ積載車継続検査 69,788

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 玉川消防署１階北側出入口ドア改修工事 75,600

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

玉川消防団第11分団防災資機材格納庫光熱水費等 64,800

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 59,315

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 623,519

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 玉川消防署一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 19,434

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 玉川署産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価･集合)２月分 9,639

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川署産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価･集合)２月分 19,278

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 玉川消防署ほか３か所衝撃緩衝材設置工事 259,200

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ランタンの買入れ 108,864

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫の買入れ 149,040

東京消防庁 玉川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川消防署非常電源（自家発電）点検委託 268,920

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,157

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 塗料の買入れ 12,960

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 35,424

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手２点の買入れ 4,040

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 142,169

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 18,439

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 成城署烏山出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月） 68,040

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 成城消防署ほか２か所庁舎清掃委託(2月） 48,546

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分) 219,542
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東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団入団時健康診断委託に係る資金前渡について(3月 43,200

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(3月分) 61,721

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充填（単価契約）(2月分) 37,530

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ３点の買入れ（集合） 38,124

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ３点の買入れ（集合） 28,080

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ３点の買入れ（集合） 65,772

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ３点の買入れ（集合） 10,044

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,688

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 780,616

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 54,641

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 244,304

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 405,864

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 住宅防火防災対策等推進協議会委員に対する通知文発送 3,080

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 成城署ほか2か所産廃収集運搬･処分委託(単価･集合)(2 16,711

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 成城署ほか2か所産廃収集運搬･処分委託(単価･集合)(2 26,195

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 成城署ほか2か所産廃収集運搬.処分委託2(単価.集合)(2 14,931

東京消防庁 成城消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 富ヶ谷家族待機宿舎EV設備定期点検保守委託（１月分） 79,920

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 渋谷消防署汚水系排水管洗浄委託 298,080

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れに要する資金前渡の請求について 6,770

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車(渋谷消防団可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車)継続検査 244,764

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 渋谷署簡易専用水道検査業務委託 19,440

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費２件の旅費 4,013

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費２件の旅費 8,186

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,563

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 整備用工具ほか６点の買入れ 161,136

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ﾓﾉｸﾛ用)ほか5点の買入れ 173,448

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ﾓﾉｸﾛ用)ほか5点の買入れ 21,060
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東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 81,001

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,559

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,339

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 渋谷署ほか1か所ＥＶ設備ほか1件定期点検保守委託 139,428

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断委託（単価契約）(２月分) 9,720

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金（管理一般）（３月分） 93,721

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 88,126

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,680,646

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 富ヶ谷家族待機宿舎EV設備定期点検保守委託（２月分） 79,920

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サ－ビスに関する契約（単価契約）（２月分） 33,956

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（２月分） 66,960

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか66点の買入れ（集合） 90,304

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか66点の買入れ（集合） 7,465

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか66点の買入れ（集合） 40,651

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか66点の買入れ（集合） 73,980

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか66点の買入れ（集合） 10,854

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか９点の買入れ 110,202

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジの買入れ 28,080

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費３件の旅費（１月分） 1,947

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費３件の旅費（１月分） 14,024

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 研修旅費３件の旅費（１月分） 12,420

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 カウンター（基本）ほか３点の買入れ（集合） 278,100

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 カウンター（基本）ほか３点の買入れ（集合） 174,420

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 109,876

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,025

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 渋谷消防署非常電源（自家発電設備）点検委託 54,000

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費１件の旅費（１２月分） 100,817

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度電気、水道の負担金の支出について 8,600

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 88,331

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,369

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 484,992

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 まな板ほか22点の買入れ（集合） 127,180
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東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 まな板ほか22点の買入れ（集合） 7,107

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 まな板ほか22点の買入れ（集合） 1,485

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 まな板ほか22点の買入れ（集合） 3,585

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 渋谷署ほか５か所衝撃緩衝材設置工事 1,258,826

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 203,958

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 156,060

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 57,780

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 43,902

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 17,766

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 81,000

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電球（E17口金）ほか24点の買入れ（集合） 37,249

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの買入れ 3,780

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 マグネットシートの買入れ 11,880

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備（３月分その２） 97,612

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 664,279

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の処理委託（単価契約）(集合)（２月分） 29,845

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の処理委託（単価契約）(集合)（２月分） 10,570

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特殊自動車の配置換え、車検証変更手数料の支出、精算 350

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 空気式救助器具の修繕 75,600

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 プロパンガスの買入れ 6,048

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 163,478

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 四谷消防署合同庁舎オーバーヘッドドア修繕工事 864,000

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費　2件分 4,896

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費　2件分 27,748

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分） 63,000

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分） 1,990

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 760,362

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査に係る支出、精算 8,200

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査に係る支出、精算 8,570

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件に係る資金前渡について 27,000
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東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷署合同庁舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分） 146,232

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 収納棚ほか６点の買入れ（集合） 561,600

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 収納棚ほか６点の買入れ（集合） 140,400

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 カウンター３点の買入れ 999,000

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 四谷消防署合同庁舎ほか２か所ドア修繕工事 299,160

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷消防署合同庁舎時計装置点検委託 49,680

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 93,787

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 66,080

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 29,484

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 23,760

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 31,159

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 21,614

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 地図ほか７７点の買入れ（集合） 7,939

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 85,098

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 44,485

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 16,984

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 14,785

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 9,072

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 コードリールほか３４点の買入れ（集合） 2,700

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか１２点の買入れ（集合） 134,800

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 自転車ほか１２点の買入れ（集合） 80,449

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 自転車ほか１２点の買入れ（集合） 42,390

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 内視鏡の修繕 64,800

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分） 93,420

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等購入経費に係る資金前渡について(3月分） 19,000

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 整理箱（コンビ型）ほか９点の買入れ 1,351,620

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費11月分 35,200

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 人事教養費10，11月分 17,236

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費　11月分 5,703

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）2月分 30,456

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 26,723

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,596

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷消防署新宿御苑出張所庁舎清掃委託（2月分） 43,545
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東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 煙感知器ほか５点の買入れ 153,468

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の定期点検 62,314

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 186,084

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 137,258

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 102,762

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 91,908

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 91,800

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 23,976

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 6,760

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ﾓﾉｸﾛ)ほか11点の買入れ(集合) 5,832

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,486,312

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,520

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 四谷署ほか廃棄物収集運搬・処分(単価・集合)2月分 41,721

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷署ほか廃棄物収集運搬・処分(単価・集合)2月分 33,885

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 四谷消防署合同庁舎リフト及びクレーン点検委託 162,000

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 人事教養旅費12月分 11,440

東京消防庁 四谷消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費　2，3月分 17,206

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 395,225

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 8,256

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 626,289

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 牛込単身待機宿舎ＥＶ設備定期点検保守委託（２月分） 54,540

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 牛込消防署ほか１か所の庁舎清掃委託（２月分） 67,775

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について（３月分） 48,714

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,082

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査（車検） 63,102

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 14,265

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 非常用発電機の修繕 35,748

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 工業用テレビジョン修繕 398,520

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 340,093
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東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 11,383

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 672

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 1,100

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分） 596

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 牛込消防署オーバーヘッドドアほか１件の点検委託 99,360

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 牛込単身待機宿舎４階間仕切り扉改修工事 751,680

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,420

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（２月分） 16,848

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 牛込消防署雨水槽設備清掃委託 252,720

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第318期初級幹部研修旅費（消防司令補新任課程） 9,480

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第2期予防技術研修旅費 35,644

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第367期ポンプ機関技術研修旅費 15,484

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 予防実務特別研修旅費（火災調査課程） 1,668

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 救急隊長特別研修旅費 7,302

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初任総合教育課程旅費 2,538

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 上級幹部研修旅費（消防司令長・課長級職） 7,418

東京消防庁 牛込消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第320期初級幹部研修旅費 9,354

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署エレベータ設備定期点検保守委託（１月分） 118,800

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署西新宿所ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備定期点検保守委託（１月分） 151,200

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署ほか４か所庁舎清掃委託（１０回分） 109,843

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（１月分） 117,072

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価・集合)（１月分） 34,330

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価・集合)（１月分） 17,990

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 75,438

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 9,558

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 46,170

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 37,098

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 45,360

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか５１点の買入れ（集合） 6,696

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団可搬ポンプ積載車の重量税及び自賠責保険の支出 6,600

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団可搬ポンプ積載車の重量税及び自賠責保険の支出 8,570

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査(車検) 56,882

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628
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東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 2月分少額支払案件(一般管理)の支出について 86,400

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 3月分少額支払案件(庁舎管理)の支出について 95,792

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 3月分庁舎修繕に係る資金前渡の支出について 59,400

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 81,001

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,559

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署ほか２か所自家電定期点検保守委託(12～1月分) 116,424

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署ボイラー設備清掃委託 102,600

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 水利原図の印刷 68,947

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 万能ハンマーの修繕 75,600

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署エレベータ設備定期点検保守委託(2月分) 118,800

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署西新宿所ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備定期点検保守委託(2月分) 151,200

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 新宿署ほか４か所庁舎清掃委託(11回分) 109,843

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員事務連絡旅費(3月分1回目) 3,960

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(２月分) 44,711

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(西新宿)(2月分) 10,885

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の法定点検(12ヶ月点検) 78,192

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 126,368

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 新宿署西新宿出張所旗竿改修工事 523,800

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,516,943

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,193

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 簡易専用水道検査料の支出及び精算について 19,440

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手ほか1点の買入れに伴う支出及び精算について 7,254

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 87,539

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費(3月分2回目) 66,277

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 122,417

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 入団時健康診断委託(単価)(2月分) 6,480

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

新宿消防団第3分団本部施設の管理費の支出について 57,768

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,003,103

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 55,025

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 新宿消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 18,249

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 103,149

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 防火水槽改修工事 1,726,920

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 101,520

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理）（３月分） 18,360

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 宮園家族待機宿舎エレベーター設備定期点検保守委託 63,720

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカバーほか１点の洗濯（単価契約）（２月分） 32,281

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 保管庫(W900×D400×H1050㎜)ほか７点の買入れ 259,308

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 紙袋ほか３８点の買入れ（集合） 95,720

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 紙袋ほか３８点の買入れ（集合） 63,925

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 紙袋ほか３８点の買入れ（集合） 52,359

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 中野署ほか１か所エレベーター設備定期点検保守委託 113,400

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 中野署東中野出張所エレベーター設備定期点検保守委託 60,048

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 エアーコンディショナーほか１点の買入れ 764,640

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 エアーコンディショナーほか１点の買入れ 78,840

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分） 17,169

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（単価契約）（その４） 9,340

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 保管庫の買入れ 45,360

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＣＤプレーヤーの買入れ 14,364

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分）の請求について 24,761

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分）の請求について 5,768

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分）の請求について 30,518

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分）の請求について 266

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 19,471

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,134,718
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東京消防庁 中野消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 53,912

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価契約）（２月分） 47,736

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 中野署ほか３か所庁舎清掃委託(2月分） 79,498

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中野署空調設備修繕工事 238,680

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 458,577

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 湯沸器の買入れ 347,760

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レーザー距離計ほか３９点の買入れ（集合） 41,075

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レーザー距離計ほか３９点の買入れ（集合） 26,937

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レーザー距離計ほか３９点の買入れ（集合） 16,071

東京消防庁 中野消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 388,800

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫の買入れ 78,624

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 野方署江古田出張所給水管修繕工事 169,236

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 オイルフィルター（いすゞ29年）ほか２３点の買入れ 53,088

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 387,232

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 949,394

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分９ 103,200

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等購入経費（３月分） 2,393

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 野方署エレベーター設備定期点検保守委託（２月分） 63,072

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 非常食（ソフトパン）ほか１０点の買入れ（集合） 145,130

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 非常食（ソフトパン）ほか１０点の買入れ（集合） 8,100

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（２月分） 45,360

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 野方署雨水利用設備点検委託 64,800

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 25,416

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 清和単身待機宿舎排水管及び雨水管洗浄委託 291,600

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 野方署簡易専用水道の法定検査委託 19,440

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ガスボンベほか１点の買入れ 14,364

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（1月分）の旅費 33,362

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（1月分）の旅費 10,170

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 工事請負費 野方第２分団3部ほか1か所格納庫(組立移動ﾊﾞﾗｯｸ)移設 540,000

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカバーの洗濯 38,340

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,526
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東京消防庁 野方消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,194

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,815

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（2月分）の旅費 22,337

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（2月分）の旅費 34,266

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 野方消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 仕切り皿ほか６点の買入れ 126,522

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マットほか１０点の買入れ（集合） 266,372

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マットほか１０点の買入れ（集合） 99,759

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 マットほか１０点の買入れ（集合） 47,509

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 支援デブリーファー養成委託研修旅費の支出について 4,446

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 上質紙ほか３３点の買入れ（集合） 99,810

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 上質紙ほか３３点の買入れ（集合） 39,437

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 上質紙ほか３３点の買入れ（集合） 93,115

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 上質紙ほか３３点の買入れ（集合） 9,936

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 上質紙ほか３３点の買入れ（集合） 7,959

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬（２月分） 81,001

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬（２月分控除分） 2,559

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,266

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）２月分 30,597

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 杉並消防署深井戸設備ほか１か所点検委託 453,600

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 補償補填及賠償金 交通事故に伴う損害賠償金の支出について 9,345,181

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 122,376

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 144,661

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカバーの洗濯 29,257

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（３月分） 25,228

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理）３月分 62,373

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（維持管理費等）３月分 4,160

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡(防災教育体制の推進)3月 12,829

1320 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月事務連絡旅費の支出について 30,815

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 １月事務連絡旅費の支出について 378

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断の委託（単価契約）2月分 20,736

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 杉並消防団第４分団格納庫ほか３か所電灯設置改修工事 712,800

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救命士再教育に伴う旅費の支出について 17,304

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託（集合） 58,320

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託（集合） 319,680

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 137,376

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 車検証記載事項の変更手数料 350

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ肝・破傷風ワクチン接種に伴う旅費の支出について 39,671

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに要する資金前渡の支出及び精算 239,400

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れに要する資金前渡の支出及び精算 3,600

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 597,706

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス５点の充てん（単価契約）（集合）２月分 83,160

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 杉並消防署洗濯設備その他改修工事 502,200

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ（シアン）ほか１９点の買入れ 270,000

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,152

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,463,118

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 86,098

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 杉並消防署ほか６か所庁舎清掃委託（2月分） 112,229

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ホース２点の買入れ 64,476

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２月Ｂ型肝炎ワクチン接種に伴う旅費の支出について 6,849

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 杉並署永福出張所ほか４か所衝撃緩衝材設置工事 909,792

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラベルほか６点の買入れ 17,960

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救命士再教育に伴う旅費の支出について 13,228

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 2月事務連絡旅費の支出について 17,792

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 杉並消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荻窪消防署深井戸設備点検委託 216,000

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ型肝炎予防接種等に係る旅費の支出について 30,406

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 バスの借上げ 72,360

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 のぼり旗ほか1点の買入れ 49,896

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月追加分）の支出について 308
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東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 72,398

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 72,005

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荻窪署家族待機宿舎エレベーター設備点検保守委託２月 68,040

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 荻窪消防署自家給油設備改修工事 323,352

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分）管理一般 10,677

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分）装備費 4,848

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,627

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 22,709

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荻窪消防署ほか３か所庁舎清掃委託 60,328

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットほか29点の買入れ(集合) 85,825

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 デスクマットほか29点の買入れ(集合) 49,015

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デスクマットほか29点の買入れ(集合) 18,007

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 可搬ポンプ積載車の継続検査及び定期点検 80,318

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 上級救命再講習テキストの買入れ 68,800

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 乾燥機修繕 27,000

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ（下井草） 68,688

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（２月分）の支出について 25,205

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（２月分）の支出について 4,524

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 発電機の修繕 89,694

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 13,125

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 837,401

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 60,520

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,463

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荻窪消防署ほか1か所オーバードア点検委託 64,800

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 消火用ホースの買入れ 21,600

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか3点の買入れ(集合) 70,848

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか3点の買入れ(集合) 54,054

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ネット５点の買入れ 196,452

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 委員会費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか3点の買入れ 60,372

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（１月分・その他）の支出について 328
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東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）の支出について 32,240

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分）の支出について 3,148

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（２月追加分）の支出について 15,366

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修に係る旅費の支出について 12,116

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 68,383

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 387,972

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荻窪消防署ほか５か所雑排水管洗浄委託 669,600

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 フライパンほか２６点の買入れ 139,233

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分その２） 360

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職務実践能力向上研修に伴う旅費（２月分） 1,852

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育に伴う旅費（１～２月分） 4,215

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 276,658

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 22,128

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 採暖用燃料の買入れに係る資金前渡（３月分） 8,000

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 300,466

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 185,216

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,388

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 演台ほか３点の買入れ 298,339

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１～１２月分） 22,554

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価) 25,145

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大塚単身宿舎エレベーター設備定期点検保守委託 58,320

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 工事請負費 小石川第３分団格納庫アンテナ設置工事 214,920

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 小石川消防署給湯管修繕工事（その２） 905,040

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 17,828

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小石川署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 73,074

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小石川署大塚出張所クレーン点検委託 102,600

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ５点の買入れ（集合） 25,963

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ５点の買入れ（集合） 40,068

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ５点の買入れ（集合） 3,629

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,671
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東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 746,858

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 小石川署ほか２か所衝撃緩衝材設置工事(その２) 494,640

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初任予防実務研修に伴う旅費（１～２月分） 8,970

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 48,115

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小石川消防署ボイラー設備点検清掃委託 74,520

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 173,306

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 35,640

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 12,960

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 デスクマット３点の買入れ（集合） 25,434

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 デスクマット３点の買入れ（集合） 35,316

東京消防庁 小石川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマット３点の買入れ（集合） 128,844

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 75,074

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 727,287

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 本郷消防署衝撃緩衝材設置工事 210,816

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか４点の買入れ（集合） 49,788

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 書庫ほか４点の買入れ（集合） 87,177

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書庫ほか４点の買入れ（集合） 161,352

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 片手鍋ほか１５点の買入れ 144,078

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等（３月分）に係る資金前渡について 137,936

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡について（３月分） 12,580

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(車両管理)(３月分)資金前渡について 21,199

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件(防災教育体制の推進)(３月分）資金前渡 19,092

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電リサイクル料及び郵便振込手数料の資金前渡の支出 2,484

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクル料及び郵便振込手数料の資金前渡の支出 130

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本郷消防署ほか２か所庁舎清掃委託２月分 71,935

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,473

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 17,930

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 駒込単身待機宿舎給湯器改修工事 232,200

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）（３月分）資金前渡について 39,188

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約） 23,846
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東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本郷消防署ほか１か所オーバーヘッドドア等点検委託 75,600

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査（車検） 66,540

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 バスの借上げ 86,000

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 44,955

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 269,264

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 発煙器油ほか２点の買入れ 53,946

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマット２点の買入れ 79,898

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 343,258

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 工具箱ほか２点の買入れ 122,388

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 クラブ員章ほか３点の買入れ 16,200

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの充てん 3,240

東京消防庁 本郷消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 かばんの買入れ 84,240

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか16点の買入れ（集合） 77,824

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 写真機ほか16点の買入れ（集合） 53,514

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか16点の買入れ（集合） 11,232

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 写真機ほか16点の買入れ（集合） 8,165

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス4点の充てん（単価契約）（集合）(1月分) 74,692

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 酸素ガス4点の充てん（単価契約）（集合）(1月分) 5,076

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 発電機の買入れ 289,656

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 セーフティーチェーンほか3点の買入れ 18,187

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分） 63,000

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 1,990

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,535

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 豊島消防署ほか2か所庁舎清掃委託（1月分） 96,450

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 豊島消防署ほか２か所の廃棄物収集運搬及び処分委託（ 40,211

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 豊島消防署ほか２か所の廃棄物収集運搬及び処分委託（ 24,591

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ターンバックルほか3点の買入れ 22,565

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車検査証の変更及び自動車登録番号標の交付に伴う 1,440

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更及び自動車登録番号標の交付に伴う 350

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車の継続検査(車検)(集合) 108,532
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東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ＥＴＣ車載器のセットアップ変更に伴う手数料の支出及 2,160

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス4点の充てん（単価契約）（集合）(2月分) 53,308

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 21,060

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫の買入れ 453,492

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,477

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 充電器の買入れについて 17,624

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,105

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 691,309

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便料金の支出及び精算について 2,024

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便料金の支出及び精算について 5,612

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 58,995

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 車両番号標の交付に伴う手数料の支出及び精算について 520

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 配達証明による立入検査結果通知書等の送付に伴う郵便 832

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（操縦技能本部教養２月分） 4,114

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 605,171

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ＥＴＣ車載器のセットアップ変更に伴う手数料の支出及 2,700

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便料金の支出及び精算について 40,178

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 豊島消防署ほか１か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2 150,120

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 豊島消防署巣鴨出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2 62,640

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 プラグレンチほか3点の買入れ 21,891

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 横断幕3点の買入れ 102,708

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドライバーセットほか10点の買入れ（集合） 81,086

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドライバーセットほか10点の買入れ（集合） 8,106

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 豊島消防署ほか1か所自家用電気工作物定期点検保守委 36,180

東京消防庁 豊島消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度豊島消防団第６分団防災資器材格納庫電気 11,792

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋消防署長崎出張所ほか1か所庁舎清掃委託(2月分) 40,836

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 普通救命講習教材ほか２点の買入れ 32,500

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費の支給（１月分） 24,156

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費の支給（１月分） 4,964

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費の支給（１月分） 11,963

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて(2月分) 72,005

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて(2月分) 2,275
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東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋消防署エレベーター設備定期点検保守委託(２月分) 275,400

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 5,068

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 18,789

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 32,337

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 19,561

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 15,120

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 19,865

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 24,044

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レターケースほか４９点の買入れ（集合） 11,664

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 17,619

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 109,760

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 熱料金の支出について（２月分） 1,727,789

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 22,601

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋消防署自家用電気工作物定期点検保守委託(2月分) 30,996

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（2月分） 54,496

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 勧告書の送付に伴う支出について 4,200

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,049,050

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,213

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋消防署２階汚水管洗浄委託 91,800

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の定期点検(12ヶ月点検) 17,442

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分) 274,320

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 60,114

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（３月分） 29,398

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 常時必要とする経費に係る資金前渡(入団時検診)3月分 8,100

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋消防署長崎出張所ほか1か所庁舎清掃委託（3月分） 40,845

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 テーブルほか１点の買入れ 120,960

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（カラーガーズ）（２月分） 2,710

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（２月分） 17,334

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 原動機付自転車の修繕 70,740

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵送料等の支出 8,020

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,327

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 立入検査結果通知書の送付に伴う支出について 2,600
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東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 池袋署ほか2か所廃棄物収集運搬･処分(単価･集合)2月分 24,699

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 池袋署ほか2か所廃棄物収集運搬･処分(単価･集合)2月分 9,893

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（１月分） 23,575

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（１月分） 2,990

東京消防庁 池袋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支給について（１月分） 390

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 6,070

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 64,821

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 33,515

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 10,683

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 5,134

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 32,362

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 22,750

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 94,069

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 14,489

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 15,368

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 65,570

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ビニールひもほか１２１点の買入れ（集合） 15,009

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 皿ほか４８点の買入れ(集合） 221,260

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 皿ほか４８点の買入れ(集合） 30,888

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 皿ほか４８点の買入れ(集合） 9,871

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 ２９こども広場改修工事 908,820

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 9,991

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 50,673

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 1,091

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 9,699

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 43,113

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 39,819

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ペンキ(白)ほか３５点の買入れ(集合) 7,398

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 可搬ポンプ積載車の重量税及び自賠責の支出及び精算 8,200

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 可搬ポンプ積載車の重量税及び自賠責の支出及び精算 8,570

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(２月分） 16,121

1328 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 王子消防署深井戸設備点検委託 216,000

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の点検整備 56,048

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 救急絆創膏ほか４点の買入れ 22,788

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか１点の買入れ 552,490

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 蓄電池３点の買入れ 73,008

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 王子消防団第２分団本部ほか１か所照明器具改修工事 553,932

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 王子消防署組立移動バラック解体工事 167,400

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 液化炭酸ガスの充てん 2,700

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 14,048

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費等 2,058

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 1,684

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 780

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,999

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 637,886

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 王子消防少年団入団進級式案内の郵送料の支出及び精算 5,586

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 両替機カードのチャージ料金及び郵便切手４点の買入れ 14,560

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,750

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 北区中央公園深井戸自家電気点検保守委託（２月分） 13,932

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 王子消防署ほか２か所庁舎清掃委託(２月分） 74,703

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 王子消防署十条出張所ほか１か所衝撃緩衝材設置工事 158,976

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ 13,368

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 381

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 332,286

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約)(２月分) 24,602

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 食器棚ほか２２点の買入れ 845,640

東京消防庁 王子消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 椅子用台車ほか２点の買入れ 246,240

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,510

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 72,005

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275
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東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 10,261

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 933,339

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤羽署赤羽台出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備点検保守委託(２月分) 60,480

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 215,658

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 一般管理に係る資金前渡（少額支払案件） 10,723

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等の修繕に係る資金前渡 116,121

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 事務用通信費（少額支払案件） 2,430

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 防災業務（少額支払案件） 2,049

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 光熱水費 団可搬ポンプ維持に係る資金前渡 6,996

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 査察業務（少額支払案件） 10,977

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤羽署志茂出張所ほか３か所庁舎清掃委託（３月分） 58,307

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 西が丘出張所冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換、冷温水用配管修繕工事 1,188,000

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤羽消防署西が丘出張所ﾎﾞｲﾗｰ設備点検清掃委託 101,520

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤羽署西が丘出張所ほか1か所ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ点検委託 116,640

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 17,155

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(２月分） 40,953

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ(単価契約) 354,294

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ(単価契約) 189,146

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか6点の買入れ（集合） 47,520

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか6点の買入れ（集合） 146,070

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか6点の買入れ（集合） 48,924

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 公共下水道料金の支出 18,457

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 62,911

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 97,327

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,628

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 89,619

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 赤羽署ほか4か所の産廃収集運搬･処分(単価契約)(集合) 46,546

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 赤羽署ほか4か所の産廃収集運搬･処分(単価契約)(集合) 12,296

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 赤羽署志茂出張所ほか3か所衝撃緩衝材設置工事 1,663,200

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 強力ライトの修繕 21,589

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 347,833

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 破傷風予防接種及びＢ型肝炎抗体検査旅費 8,701
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東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 1月分事務連絡旅費 9,244

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 1月分事務連絡旅費 514

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 カーテンの洗濯 13,824

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 赤羽第3分団防災資機材格納庫照明器具取替工事 300,240

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 137,376

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２月分研修旅費 33,194

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月分研修旅費 15,213

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川署ほか1か所オーバーヘッドドア等の点検委託 144,720

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬に支払い(２月分) 63,000

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 1,990

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録に伴う資金の支出及び精算 350

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 55,054

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について 284,904

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等購入に係る資金前渡について 47,498

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(２月分) 65,880

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 三軒家単身待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(２月分) 64,260

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川消防署ほか３か所庁舎清掃委託(２月分) 96,669

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員健康診断委託（入団時検診）に係る資金前渡 36,720

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 滝野川消防団第３分団本部電灯設備改修工事 171,180

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川消防署給湯用ボイラー設備清掃委託 117,288

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分）ほか 4,310

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(２月分) 23,205

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川消防署非常電源(自家発電設備)点検委託 280,800

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,725

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 773,748

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価契約)(２月分) 25,272

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価契約)(田端出張所分)(２月分) 13,176

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,368

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 504,795

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 滝野川署ほか2か所の廃棄物収集運搬・処分委託(2月分) 39,499

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 滝野川署ほか2か所の廃棄物収集運搬・処分委託(2月分) 24,543

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 624,034

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 20,717

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 可搬ポンプ積載車の点検整備 242,552

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 板橋消防署建具改修工事 159,840

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ベンチほか5点の買入れ 291,060

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 427,826

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等購入経費に係る資金前渡について(3月分） 5,680

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋署エレベーター設備定期点検保守委託（2月分） 62,640

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス3点の充てん（単価・集合）2月分 61,894

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 29防火水槽改修工事（完了払金） 1,407,520

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 訓練用通報装置の修繕 25,812

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 充電器の買入れ 24,300

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(2月分） 241,142

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(一般管理費)3月 103,983

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（維持管理費等）3月分 7,452

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署ほか2か所庁舎清掃委託(10月分） 70,823

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署ほか2か所庁舎清掃委託（11月分） 70,823

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署ほか2か所庁舎清掃委託（12月分） 111,530

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署ほか2か所庁舎清掃委託（1月分） 70,823

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 53,630

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 21,535

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署小茂根出張所オーバーヘッドドア点検委託 32,400

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 報償費 火災調査参考人報償金の支出について 10,000

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 板橋消防署ボイラー設備点検清掃委託 82,080

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救助作業用具の修繕 42,120

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 410,346
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東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ロープ2点の買入れ 116,640

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能講習（救急機関）に伴う旅費 17,236

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能講習（ポンプ機関）に伴う旅費 17,236

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救命士再教育に伴う旅費 14,400

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の報償費の支払いについて（２月分） 72,005

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償費の支払い(2月分控除） 2,275

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 52,650

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 41,245

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 40,316

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 33,901

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 40,392

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 18,295

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 16,351

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 9,981

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 8,467

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか35点の買入れ（集合） 5,648

東京消防庁 板橋消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防腐剤ほか１３点の買入れ（集合） 161,298

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 防腐剤ほか１３点の買入れ（集合） 100,224

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 防腐剤ほか１３点の買入れ（集合） 8,683

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 志村消防署志村単身待機宿舎ほか１か所畳改修工事 589,053

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ライフデザインその他本部教養 6,600

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 122,988

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 797,971

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 81,001

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,559

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 志村消防署ほか５か所庁舎清掃委託(1月分) 136,556

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 メガホンほか２点の買入れ 69,012

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年　Ｂ型肝炎予防接種旅費　1月-1 8,485

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年　Ｂ型肝炎予防接種等旅費　1月-2 10,289

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年　Ｂ型肝炎予防接種等旅費　1月-2 483
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東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年　Ｂ型肝炎予防接種等旅費　1月-3 4,596

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 134,392

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（防災業務） 11,701

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（一般管理） 119,966

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 志村署ほか4か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ及び防火ｼｬｯﾀｰ点検委託 226,800

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダーほか１６点の買入れ（集合） 48,900

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 シュレッダーほか１６点の買入れ（集合） 594,432

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 シュレッダーほか１６点の買入れ（集合） 126,252

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 シュレッダーほか１６点の買入れ（集合） 2,700

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 138,388

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 光熱水費（電気料金）の支出について 2,768

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 志村消防署志村坂上家族待機宿舎７階防火戸改修工事 495,100

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年度　事務連絡旅費１．２月分 474

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年度　事務連絡旅費１．２月分 5,300

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年　破傷風予防接種―１ 14,372

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 高島平単身待機宿舎ＥＶ設備定期点検保守委託(2月分) 68,040

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 志村坂上家族待機宿舎ＥＶ設備定期点検委託(2月分) 71,280

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス３点の充填(単価契約)2月分 96,530

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 19,013

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年　事務連絡旅費　1.2月-2 474

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年　事務連絡旅費　1.2月-2 5,845

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 志村消防署ほか５か所庁舎清掃委託(2月分) 116,056

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 志村消防団第九分団本部格納庫解体工事 1,188,000

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 玄関マット２点の買入れ 219,500

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 可搬ポンプ積載車2台の継続検査及び定期点検(集合) 123,127

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 やかんほか２点の買入れ 23,760

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　事務連絡旅費　1.2.3月分 8,998

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度　事務連絡旅費　1.2.3月分 527

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 14,495

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 12,899
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東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,242,130

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 24,810

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 79,050

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 88,732

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,021

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について（一般管理） 100,566

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費２ 9,995

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　研修旅費　2月分-1 6,043

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　事務連絡旅費　3月分-1 1,772

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費３ 22,799

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 志村消防団第九分団本部格納庫水道管撤去工事 885,300

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 救急本部教養 2,153

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電球ほか１４点の買入れ 115,258

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 172,800

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 32,400

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 バッテリーの買入れ 128,520

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか２点の買入れ（集合） 123,660

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか２点の買入れ（集合） 44,712

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ケーブルの買入れ 21,600

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 光熱水費（水道料金）の支出について 3,066

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　事務連絡旅費　2.3月分 5,387

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度　事務連絡旅費　3月-1 8,368

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 43,232

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 60,514

東京消防庁 志村消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 志村消防署トイレ改修工事設計 1,026,000

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 130,975

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 酸欠空気危険性ガス測定器の修繕 15,552

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 457,308

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005
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東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,275

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 練馬署エレベーター設備定期点検保守委託(2月分) 154,440

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 平和台出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 59,400

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 中新井公園深井戸自家電点検保守委託(2月分) 13,932

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 練馬消防団第５分団本部照明器具改修工事 159,840

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 27,648

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託 67,392

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 委員会費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか18点の買入れ(集合) 140,184

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか18点の買入れ(集合) 86,481

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか18点の買入れ(集合) 66,063

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ3)ほか34点の買入れ(集合) 269,755

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ3)ほか34点の買入れ(集合) 19,764

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ3)ほか34点の買入れ(集合) 5,292

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 44,004

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 入団時検診の資金前渡（３月分） 34,560

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡(３月分) 29,391

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車(団用可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車)の継続検査 132,084

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 練馬消防署平和台出張所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ修繕工事 356,400

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 19,539

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価・集合）（２月分） 57,456

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 練馬署ほか２か所庁舎清掃（２月分） 70,632

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車の自動車検査証変更登録手数料等の支出 700

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 特種用途自動車の自動車検査証変更登録手数料等の支出 1,440

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車のETC車載器ｾｯﾄｱｯﾌﾟ登録手数料の支出 2,700

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 収納台ほか１１点の買入れ（集合） 138,780

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 収納台ほか１１点の買入れ（集合） 37,476

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 収納台ほか１１点の買入れ（集合） 21,171

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払いについて（練馬２分団本部２月分） 1,959

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 685,366

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 16,091

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,958

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費に係る資金前渡について（３月分） 9,400

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 練馬消防署深井戸発動発電機修繕工事 259,200

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 送風機（アルミハネ）ほか９点の買入れ（集合） 149,040

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 送風機（アルミハネ）ほか９点の買入れ（集合） 74,520

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 送風機（アルミハネ）ほか９点の買入れ（集合） 69,444

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 食器消毒保管庫の買入れ 297,540

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗剤（台所用4500ml）ほか１３点の買入れ 221,532

東京消防庁 練馬消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(1月分) 35,208

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 光が丘消防署ほか１か所クレーン点検委託 105,840

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パイプ式ファイルほか８１点の買入れ（集合） 22,853

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パイプ式ファイルほか８１点の買入れ（集合） 194,120

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 パイプ式ファイルほか８１点の買入れ（集合） 20,605

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 まな板ほか１２点の買入れ 81,376

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 654

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 19,062

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 222,673

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 3,262

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 49,762

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 34,447

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 8,294

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 接着剤ほか３０点の買入れ（集合） 17,820

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 テントほか１点の買入れ 103,464

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１２月分） 34,389

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１２月分） 20,245

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育の旅費（１２月分） 16,350

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 大型自動車免許取得研修に係る旅費（１２月分） 19,360

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 外国語による朝の庁内放送に係る旅費（１２月分） 538

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員事務連絡旅費（１２月分） 638

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに伴う支出及び精算について 60,800

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 消火用ホースの買入れ 29,160
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東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について(3月分) 48,940

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る前渡金の支出について(3月分) 256,000

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分） 63,000

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支払いについて(２分団本部・２月分) 2,676

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 熱料の支出について(２月分) 450,344

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 29,757

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 51,334

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 51,987

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 56,387

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 295,119

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 45,958

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(シアン)ほか１７点の買入れ(集合) 8,832

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインド２点の買入れ 135,432

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 光が丘家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検保守委託(2月分) 66,960

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ワックスほか１３点の買入れ（集合） 72,306

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ワックスほか１３点の買入れ（集合） 5,346

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ワックスほか１３点の買入れ（集合） 47,088

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか２点の買入れ 113,400

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 224,656

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 299,330

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 19,025

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 光が丘署北町出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 123,120

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 光が丘消防署ほか１か所庁舎清掃委託(２月分) 62,175

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか３点の買入れ 180,576

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 光が丘消防署衝撃緩衝材設置工事 486,000

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 光が丘消防署工業用テレビジョン装置の修繕 626,400

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 655,561

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る前渡金の支出について(3月分・その2) 281,011

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,798

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の支出について(3月・その2) 60,677

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,035

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料の支出及び精算について 350

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 エレベーター閉じ込め事故指導者研修旅費（１月分） 1,806
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東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 操縦技能本部教養に係る旅費（１月分） 1,298

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 29,158

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 外国語による朝の庁内放送に係る旅費（１月分） 538

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 26,049

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 団章ほか２点の買入れ 39,312

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 照明灯の買入れ 75,600

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 石神井消防署ボイラー設備点検清掃委託 96,120

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 耐油手袋ほか８点の買入れ 109,723

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査（車検） 174,620

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 石神井消防署ほか４か所庁舎清掃委託 92,512

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 塗料ほか６点の買入れ 70,590

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジ２点の買入れ 75,816

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 石神井署ほか１か所自家電定期点検保守委託 6,480

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（3月分） 70,540

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る資金前渡（3月分） 83,040

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機ほか１点の買入れ 166,060

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)(集合)(2月分） 93,744

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団可搬ポンプ積載車の継続検査（１２か月） 46,656

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 石神井公園出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分） 60,480

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 21,668

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 潤滑剤ほか１２点の買入れ（集合） 86,189

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 潤滑剤ほか１２点の買入れ（集合） 1,123

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 98,472

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分） 72,005

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,097,871

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 24,797

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 石神井消防署大泉出張所ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ改修工事 1,058,400

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 71,965

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 発煙油ほか１点の買入れ（集合） 37,584

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 発煙油ほか１点の買入れ（集合） 113,400

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラック(W1200×D900×H1800ミリ)ほか２点の買入れ 109,674

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費 需用費 光熱水費 燃料の買入れ 72,900

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の処理委託（単価契約）(2月分） 4,629

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の処理委託（単価契約）(2月分） 790

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 石神井公園出張所ホース吊上げリフト点検委託 64,800

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員健康診断委託に係る資金前渡（3月2回目） 16,000

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る資金前渡（3月分2回目） 123,574

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 544,065

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか６１点の買入れ（集合） 159,526

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか６１点の買入れ（集合） 57,080

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか６１点の買入れ（集合） 41,049

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 バッテリの買入れ 15,660

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 工具セットほか４点の買入れ 170,424

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,029

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 石神井消防団第４分団本部塀改修工事 637,200

東京消防庁 石神井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 片袖机ほか１点の買入れ 622,339

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 消防団可搬ポンプの重量税、自賠責保険の支出及び精算 6,600

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 消防団可搬ポンプの重量税、自賠責保険の支出及び精算 8,570

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,492

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,289

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 751,100

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分その３） 10,204

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般需用費)に係る前渡金の準備及び精算 46,377

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る前渡金の準備及び精算について 177,992

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等に係る前渡金の準備及び精算について 9,723

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 上野消防署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 71,623

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 354,330
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東京消防庁 上野消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手３点の買入れの支出と精算について 36,000

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 17,322

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ホームジムほか４点の買入れ 97,200

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 66,145

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 34,992

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 3,860

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 4,968

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 63,699

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 踏台ほか16点の買入れ（集合） 42,336

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車３台の継続検査等 127,118

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分） 3,698

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分） 6,058

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 72,005

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月控除分） 2,275

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,074

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（２月分） 55,080

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,686

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 上野消防署ボイラー設備点検清掃委託 75,600

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 475,757

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ（単価契約）（２月分） 15,632

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 上野消防署衝撃緩衝材設置工事 162,000

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ホースブリッジほか５点の買入れ（集合） 170,370

東京消防庁 上野消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ホースブリッジほか５点の買入れ（集合） 6,966

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 65,800

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 521,120

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 6,509

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 浅草橋単身待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 72,165

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 浅草家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分) 69,444

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件（車両管理）３月分 11,130

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理）３月分 26,931

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡（３月分） 77,220

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 浅草消防署署隊本部改修工事 734,400

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 浅草消防署ボイラー設備点検清掃委託 75,600
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東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（平成30年1,2月分） 9,773

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（平成30年1,2月分） 17,699

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 浅草消防団第２分団本部照明器具改修工事 183,600

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか３点の買入れ 65,972

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ型肝炎ワクチン接種等旅費(平成30年1月分) 14,902

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 Ｂ型肝炎ワクチン接種等旅費(平成30年1月分) 667

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ゴミ袋(90L)ほか41点の買入れ(集合) 115,473

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ゴミ袋(90L)ほか41点の買入れ(集合) 36,397

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ゴミ袋(90L)ほか41点の買入れ(集合) 2,930

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 142,544

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 165,412

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 8,748

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 24,009

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 6,415

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 80,632

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 17,276

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホワイトボードほか８０点の買入れ(集合) 15,590

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインドの買入れ 54,000

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 29,701

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 脚立ほか４点の買入れ(集合) 16,438

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 脚立ほか４点の買入れ(集合) 13,586

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成30年1月分) 10,305

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成30年1月分) 800

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費(平成30年1月分) 200

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 42,959

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 水利原図の印刷 52,650

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 浅草消防署ほか１か所衝撃緩衝材設置工事 1,327,320

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育旅費(平成30年1,2月分) 3,674

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 操縦技能本部教養旅費(平成30年2月分) 515

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 347,657

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 浅草消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 56,809
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東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機ほか２点の買入れ（集合） 64,800

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 洗濯機ほか２点の買入れ（集合） 43,200

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機ほか２点の買入れ（集合） 23,976

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電リサイクル料金等の支出及び精算について 6,156

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクル料金等の支出及び精算について 260

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る２月分繰越・資金前渡について 96,171

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る２月分繰越・資金前渡について 294,546

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 防寒衣の洗濯に伴う支出及び精算について 10,800

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本堤署二天門出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検保守委託（２月分） 61,560

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本堤消防署ほか２か所オーバーヘッドドア点検委託 81,486

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 21,396

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ 15,552

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日本堤消防署ほか２か所庁舎清掃委託（３月分） 51,667

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（単価契約）２月分 410,471

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 63,608

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 60,231

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 35,834

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 24,769

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 19,352

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 15,795

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 14,092

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 額縁ほか７５点の買入れ（集合） 9,950

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年１２月分事務連絡旅費 28,856

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 平成２９年１２月分事務連絡旅費 530

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る３月分繰越・資金前渡について 220,320

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る３月分繰越・資金前渡について 81,619

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,763

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）２月分 41,990

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分研修旅費 5,776

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 484,213

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,759
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東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,673

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 日本堤消防署二天門出張所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ改修工事 378,000

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る３月分繰越・資金前渡について 45,058

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る３月分繰越・資金前渡について 191,160

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 359,645

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 強力ライトの修繕 4,968

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 日本堤消防団第二分団本部照明器具改修工事 273,240

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 103,680

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 95,040

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,182

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の健康診断委託(単価)12月分 5,724

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 セロハンテープほか４０点の買入れ 407,583

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,442

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分) 79,780

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 51,494

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（１月分） 31,428

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荒川署音無川出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託2月分 71,280

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荒川署汐入出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 62,532

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾊﾟｲﾌﾟハウスの修繕 62,640

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 事務端末装置の修繕 132,586

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 93,238

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荒川署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 57,564

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 72,005

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 毒劇物防護衣の修繕 24,840

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 毒劇物防護衣の修繕 49,680

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(２月分) 19,486
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東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（1月分） 69,939

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（1月分） 13,436

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（1月分） 600

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（1月分） 5,843

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 荒川消防署内装その他改修工事 982,800

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 荒川署ほか4か所庁舎清掃委託(２月分) 78,462

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車５点の点検整備 299,580

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 51,647

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 722

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 1,000

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 17,808

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（２月分） 5,296

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 326,394

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 154,884

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,078,223

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,720

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 荒川消防署自動火災報知設備改修工事 71,280

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 59,150

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 工事請負費 荒川第一分団本部ほか7か所ｱﾝﾃﾅ設置工事 1,585,440

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 荒川署ほか３か所衝撃緩衝材設置工事 1,825,200

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 防火水槽修繕工事 702,000

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 43,178

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の健康診断委託（単価）2月分 5,724

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 54,556

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 166,229

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（２月分） 39,204

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 125,550

東京消防庁 荒川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 エアーコンディショナーの買入れ 1,260,360

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油ほか1点の買入れ(単価契約)（１月分） 353,052

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 足場板（スチール製長さ４m）ほか９点の買入れ 236,103

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 平机ほか３点の買入れ 298,620

1345 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査(車検） 141,472

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 テストハンマーほか１２点の買入れ(集合） 84,736

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 テストハンマーほか１２点の買入れ(集合） 34,884

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 120,706

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 　酸素ガス充てん（単価契約）（１月分） 42,703

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 出初式旅費 19,932

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,514

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 家具転倒防止対策に係る後方ポスターの製作 216,000

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分0004-01） 165,200

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（３月分） 66,096

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員健康診断委託に係る資金前渡 8,600

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れ及び精算 22,200

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 　酸素ガス充てん（単価契約）２月分 40,748

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油ほか1点の買入れ(単価契約)（１月分） 157,475

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の定期点検(12ヵ月点検) 51,408

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査(車検) 70,736

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 62,340

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 23,809

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 330

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 5,514

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 20,452

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 保存袋ほか４４点の買入れ（集合） 108,675

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保存袋ほか４４点の買入れ（集合） 34,341

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 保存袋ほか４４点の買入れ（集合） 49,778

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 保存袋ほか４４点の買入れ（集合） 17,143

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ロープほか１点の買入れ 74,952

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 バッテリー２点の買入れ 65,664

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 尾久消防署ほか２か所の庁舎清掃委託（２月分） 70,848

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 移動ラック（２連）ほか６点の買入れ(集合） 1,388,880

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 移動ラック（２連）ほか６点の買入れ(集合） 201,096
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東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 9,530

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 577,923

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 イーゼルほか１４点の買入れ（集合） 58,893

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 イーゼルほか１４点の買入れ（集合） 58,141

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分０００４その２） 76,000

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,118

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 28,398

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 11,102

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 5,004

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分） 660

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 尾久消防署尾竹橋出張所衝撃緩衝材設置工事 117,720

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 電気ポットほか２点の買入れ 132,624

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便料金の支出及び精算 8,364

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 並椅子ほか１点の買入れ 52,531

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 折りたたみ式コンテナほか１７点の買入れ(集合） 61,781

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 折りたたみ式コンテナほか１７点の買入れ(集合） 8,640

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 折りたたみ式コンテナほか１７点の買入れ(集合） 16,200

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 26,425

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油ほか1点の買入れ(単価契約)２月分 299,106

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２点の買入れ 151,470

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 水性塗料ほか２点の買入れ 81,000

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（集合） 19,494

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（集合） 19,494

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（集合） 19,494

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油ほか1点の買入れ(単価契約)２月分 202,881

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 作業台ほか１点の買入れ(集合） 85,320

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 作業台ほか１点の買入れ(集合） 69,120

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 56,769

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 17,316

東京消防庁 尾久消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 15,946

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 バスの借上げ 73,060

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油ほか１点の買入れ（単価契約）１月分 514,770

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 東京芸術センター設備の借入れ 44,190

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 訓練用通報装置修理 35,035
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東京消防庁 千住消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 温度計の修繕 11,016

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか４点の買入れ 189,965

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分控除分） 1,990

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 14,964

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 968,751

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 103,104

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 工事請負費 千住消防団１分団ほか４か所のアンテナ設置工事 502,200

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ETC積載車のｾｯﾄｱｯﾌﾟ変更登録ほか１件に係る資金前渡 2,700

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ETC積載車のｾｯﾄｱｯﾌﾟ変更登録ほか１件に係る資金前渡 350

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ETC積載車のｾｯﾄｱｯﾌﾟ変更登録ほか１件に係る資金前渡 1,440

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(３月分) 58,989

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,693

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 14,518

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 千住署ほか１ｶ所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託（２月） 185,112

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防護衣(自給式呼吸用保護具併用形気密服)の修繕 17,280

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手購入に係る資金前渡に支出及び精算について 4,674

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,060

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 82,657

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 千住署ほか２か所庁舎清掃委託（２月） 69,112

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに係る資金前渡 26,600

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について 49,000

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 防護衣(自給式呼吸用保護具併用形気密服)の修繕 38,880

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 千住消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 198,010

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 足立消防団入団時健康診断に伴う委託料の支出 28,800

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗濯機３点の修繕 67,500

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 足立署ほか４か所衝撃緩衝材設置工事 606,744

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 フラッシュアクセサリーの買入れ 7,257

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費の請求（１０～１２月） 20,893
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東京消防庁 足立消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求（１２月） 4,560

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 563,626

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出について（足立第１分団本部） 3,342

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払い案件(３月分)に係る資金 17,280

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡(３月分) 290,520

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 81,001

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 2,559

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支出について（足立第１分団本部） 3,532

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 玄関マットほか３６点の買入れ（集合） 163,792

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 玄関マットほか３６点の買入れ（集合） 107,136

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか２点の買入れ（集合） 101,962

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 書庫ほか２点の買入れ（集合） 106,920

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券購入に係る資金前渡の支出及精算について 160,740

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 足立署ほか４か所庁舎清掃委託（２月分） 108,270

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 足立第３分団３部防災資器材格納庫解体工事 856,440

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費の請求（１１～1月） 43,934

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費の請求（１１～1月） 17,212

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 足立団防災資機材格納庫敷地賃借料の支出について 94,437

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(３月分)に係る資金 29,160

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 28,117

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 足立署ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備定期点検保守委託(2月分) 108,399

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充てん（単価契約）（集合）２月分 78,624

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 合同訓練実施に伴う報償費の支出について 1,000

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に関する資金前渡(３月分) 272,598

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 38,717

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,360,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 72,733

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費に伴う請求（出初12月分） 27,812

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958
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東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 29,921

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 64,584

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 25,920

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 38,880

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 30,240

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 8,640

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 15,120

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 8,640

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 レターケースほか１７点の買入れ（集合） 12,960

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金(３月分) 37,000

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に関する資金(３月分) 49,194

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 潜水従事者検診に伴う旅費の請求（2部） 2,968

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求（１，２月） 7,870

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求(１月分) 19,249

東京消防庁 足立消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車５点の点検整備 106,052

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,037

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 感冒薬ほか４点の買入れに伴う資金前渡について 42,285

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 853,130

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 27,023

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 写真機の修繕 18,846

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 足立区立本木小学校深井戸設備点検委託 216,000

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ（集合） 94,770

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ（集合） 15,664

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ（集合） 8,770

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ（集合） 12,139

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 294,701

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井消防署本木出張所外構その他改修工事設計 864,000

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 平成29年度特別区消防団の入団時健康診断資金前渡 21,600

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡について 27,761

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について 241,196

1350 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 46,963

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（装備費） 2,700

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井消防署ほか４か所庁舎清掃委託（２月分） 116,920

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか68点の買入れ（集合） 15,001

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか68点の買入れ（集合） 15,293

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか68点の買入れ（集合） 1,296

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか68点の買入れ（集合） 81,243

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか68点の買入れ（集合） 34,581

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 関原中央公園深井戸設備点検委託 216,000

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 つい立ほか２点の買入れ（集合） 490,644

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 つい立ほか２点の買入れ（集合） 97,470

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 つい立ほか２点の買入れ（集合） 58,482

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券の買入れに伴う資金前渡の支出について 212,800

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手３点の買入れについて 16,680

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井署舎人出張所ほか1か所エレベーター保守委託 136,080

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 災害用補給品の購入に伴う資金前渡の支出について 198,983

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(２月分） 19,105

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井署大師前出張所ほか5か所自家電保守委託(集合) 41,796

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか５点の買入れ 243,828

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 64,814

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 蓄電池（ＹＴＸ２０Ｌ-ＢＳ）ほか３点の買入れ 54,000

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス2点の充てん（２月分） 77,598

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井消防署ほか１か所昇降機点検委託 133,920

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西新井消防署大師前出張所深井戸設備点検委託 226,800

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ジャッキベースほか７点の買入れ（集合） 66,096

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ジャッキベースほか７点の買入れ（集合） 13,608

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ジャッキベースほか７点の買入れ（集合） 14,040

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ジャッキベースほか７点の買入れ（集合） 36,720

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 更衣箱の買入れ 581,580

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628
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東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,182

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 581,691

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 西新井消防団第４分団本部ほか１か所照明器具改修工事 483,840

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 テープライターほか３１点の買入れ（集合） 233,822

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 テープライターほか３１点の買入れ（集合） 13,264

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか２点の買入れ 375,624

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 西新井消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 78,467

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車の定期点検整備(第６分団） 64,744

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 拡声器ほか１点の買入れ 22,248

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 湯沸かし器の買入れ 59,670

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（11月～12月分） 77,055

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（11月～12月分） 6,504

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（11月～12月分） 2,406

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（11月～12月分） 11,440

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（11月～12月分） 16,590

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(背幅９６㎜)ほか４８点の買入れ（集合） 42,381

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(背幅９６㎜)ほか４８点の買入れ（集合） 53,791

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(背幅９６㎜)ほか４８点の買入れ（集合） 42,490

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(背幅９６㎜)ほか４８点の買入れ（集合） 60,922

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署冷温水発生機ばい煙測定委託（２月分） 86,400

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 82,620

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 20,504

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 19,051

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 38,880

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 869

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 2,608

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 3,175

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 3,477

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 5,729
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東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 13,197

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 26,038

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 1,738

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 30,029

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 3,175

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 2,608

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 5,216

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 27,777

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか５点の買入れ（集合） 10,589

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,421,107

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,078

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署合同庁舎エレベーター設備定期点検保守委託 193,320

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署ほか2か所自家用電気工作物定期点検保守 74,844

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署緑出張所ほか２か所庁舎清掃委託(2月分） 65,007

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車の定期点検整備（第１分団） 64,746

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る資金前渡（３月分） 4,960

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 500

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員入団時健康診断委託に係る資金前渡について 14,500

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 本所第三分団本部ほか１か所照明器具改修工事 250,560

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 充電器ほか１点の買入れ 90,720

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 水槽の修繕 118,800

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（２月分） 44,118

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 事業所指導文書送付に伴う郵送料の支出及び精算につい 17,134

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 12,532

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月分 13,993

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月分 5,589

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署雑排水管洗浄委託 123,120

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 懐中電灯の修繕 21,589

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 50,226

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 73,562
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東京消防庁 本所消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本所消防署小梅出張所給湯器改修工事 273,186

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 79,038

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本所消防署合同庁舎（２９）便所改修工事 4,279,392

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本所消防署ホイスト式クレーン設備点検委託 65,880

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 簡易専用水道の法定検査委託 19,440

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 机の買入れ 49,680

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,492,428

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本所合同庁舎加圧給水ポンプ改修工事 1,698,840

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本所消防署合同庁舎冷温水配管漏水仮設改修工事 81,000

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成29年12月～平成30年2月分） 120,758

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（平成29年12月～平成30年2月分） 15,066

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（平成29年12月～平成30年2月分） 16,588

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（平成29年12月～平成30年2月分） 1,274

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 本所消防署雨水利用設備薬液ポンプ配管改修工事 178,200

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本所消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 440,451

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ごみ袋（９０Ｌ）ほか２６点の買入れ（集合） 172,870

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ごみ袋（９０Ｌ）ほか２６点の買入れ（集合） 18,619

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ごみ袋（９０Ｌ）ほか２６点の買入れ（集合） 64,854

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 23,805

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 710,440

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読に係る資金前渡 16,148

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理費)に係る 50,000

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡 335,000

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 向島消防団第３分団本部照明器具改修工事 224,964

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車ほか２点の買入れ 184,471

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 圧力なべほか２６点の買入れ 132,927

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ(集合) 42,530

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ(集合) 33,480
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東京消防庁 向島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか６点の買入れ(集合) 31,860

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 向島署ほか１か所ＥＶ設備定期点検保守委託(２月分) 131,760

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 向島消防署ほか２か所庁舎清掃委託(２月分) 51,181

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 カーワックスほか９点の買入れ 88,560

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 機器ケースほか１８点の買入れ（集合） 50,992

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 機器ケースほか１８点の買入れ（集合） 32,443

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 機器ケースほか１８点の買入れ（集合） 20,628

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車６点の点検整備 28,188

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 16,196

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,461

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 14,461

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス３点の充てん（単価契約）２月分 47,790

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 放水銃の修繕 57,240

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 はさみほか５７点の買入れ(集合) 38,245

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 はさみほか５７点の買入れ(集合) 14,379

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 はさみほか５７点の買入れ(集合) 29,198

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 はさみほか５７点の買入れ(集合) 12,679

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 はさみほか５７点の買入れ(集合) 8,823

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 413,777

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 湯沸器の買入れ 945,000

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 光熱水費 混合油ほか１点の買入れ（集合） 11,232

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 光熱水費 混合油ほか１点の買入れ（集合） 9,558

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 簡易無線機ほか４点の買入れ 88,538

東京消防庁 向島消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 整理箱（Ａ４）ほか５点の買入れ 30,736

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(装備・一般)の資金前渡(3月分) 5,940

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 深川第３分団本部照明器具改修工事 189,000

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 シート(幅5.1m)ほか9点の買入れ 80,028

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 深川団(第5分団)可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車の継続検査 90,510

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 深川団(第3分団)可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車の継続検査 90,694

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

深川消防団第４分団格納庫使用料の納付について 30,933

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 81,001
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東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,559

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,454

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(管理･一般)に係る資金前渡(3月分) 43,978

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について(3月分) 113,607

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 深川署枝川所ほか１か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検保守委託(2月分) 364,500

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 深川署豊洲家族待機宿舎ｶｰﾘﾌﾄ点検保守委託(2月分) 91,800

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 入団時健康診断に要する資金前渡の請求について 8,640

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか3件の旅費(1月分) 107,099

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか3件の旅費(1月分) 3,786

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費ほか3件の旅費(1月分) 824

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 入団時健康診断に要する資金前渡の請求について 8,640

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 深川署ほか４か所庁舎清掃委託(2月分) 76,528

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 収納箱ほか６点の買入れ（集合） 71,928

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 収納箱ほか６点の買入れ（集合） 9,234

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 収納箱ほか６点の買入れ（集合） 71,452

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機ほか３点の買入れ 190,728

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ４点の買入れ（集合） 72,900

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ４点の買入れ（集合） 56,160

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ４点の買入れ（集合） 28,080

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 レーザーカートリッジ２点の買入れ 144,936

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 深川消防少年団鼓笛隊訓練実施に伴う講師謝礼金の支出 8,351

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 深川消防少年団鼓笛隊訓練実施に伴う講師謝礼金の支出 949

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(２月分) 28,112

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(有明署)(2月分) 6,480

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(２月分) 55,890

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 深川消防署永代出張所ボイラー設備点検委託 54,000

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 キーボードの買入れ 245,376

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 うがい薬ほか３点の買入れ 53,071

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 掲示板(高さ1700㎜)ほか7点の買入れ(集合) 125,064

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 掲示板(高さ1700㎜)ほか7点の買入れ(集合) 41,850

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 チェーンソー(消防団用)の修繕 18,900

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＯＡ用紙５点の買入れ（集合） 63,784

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ＯＡ用紙５点の買入れ（集合） 24,938

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ＯＡ用紙５点の買入れ（集合） 5,216
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東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ウエスほか５点の買入れ（集合） 83,754

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ウエスほか５点の買入れ（集合） 26,416

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電リサイクルに係る資金前渡の請求について 3,672

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクルに係る資金前渡の請求について 130

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

有明分署の光熱水費及び清掃費の支出について(2月分) 319,894

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,822

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,329,028

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 78,664

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 98,426

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 有明分署ほか5か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ及び重量ｼｬｯﾀｰ点検委託 216,000

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 深川消防署簡易専用水道検査 19,440

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 シートほか１０点の買入れ 74,206

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ロープ２点の買入れ 103,680

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手の買入れに伴う資金前渡の支出及び精算 9,820

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 322,435

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 723,931

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,157

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 背筋力計ほか３点の買入れ(集合) 74,736

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 背筋力計ほか３点の買入れ(集合) 51,300

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブックスタンドほか１２点の買入れ 67,359

東京消防庁 深川消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 城東Yほか1か所廃棄物収集運搬・処分委託(単･集)1月分 31,269

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Yほか1か所廃棄物収集運搬・処分委託(単･集)1月分 16,878

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ポスター（Ｂ３版）ほか６点の配布委託 329,400

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 石けんほか１０点の買入れ（集合） 39,917

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 石けんほか１０点の買入れ（集合） 39,668

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 石けんほか１０点の買入れ（集合） 11,016

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 19,440

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628
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東京消防庁 城東消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 72,005

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償費の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 城東消防署東砂出張所自家用発電機修繕工事 297,000

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 テーブルほか１点の買入れ 173,880

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 団可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車の継続検査(車検)、法定12か月点検 179,888

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 141,240

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 348,476

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,005

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 681,402

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 33,264

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について 287,280

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）に係る資金前渡について 44,065

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 8,100

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 大島家族待機宿舎衛生設備修繕工事 343,440

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成２９年１２月） 58,826

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成２９年１２月） 19,360

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成２９年１２月） 5,240

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成２９年１２月） 16,111

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 118,800

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 10,044

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 5,832

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 冷蔵庫ほか６点の買入れ（集合） 61,344

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東消防署ほか２か所空調設備定期点検保守委託(2月) 159,840

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Y東砂所ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守(2月分) 123,120

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Yほか１か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 118,152

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 19,283

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東消防署ほか４か所庁舎清掃委託 91,087

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Y砂町出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 78,840

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 城東消防署東砂出張所自家用発電機修繕工事 4,357,800

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,256,590

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,093

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 補償補填及賠償金 賠償金の支出について 216,745

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 59,016
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東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Y大島家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守(2月) 66,852

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 16,422

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 551

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 19,315

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 3,863

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 3,311

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 551

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 1,655

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 11,037

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 551

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 2,207

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 7,376

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ﾌｧｲﾙ(色:ﾌﾞﾙｰ・背幅18㎜)ほか8点の買入れ(集合) 1,103

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 家電リサイクル料の支出及び精算について 80

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 家電リサイクル料の支出及び精算について 4,644

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（集合）２月分 90,342

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 城東Yほか1か所廃棄物収集運搬・処分委託(単･集)2月分 25,604

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 城東Yほか1か所廃棄物収集運搬・処分委託(単･集)2月分 16,518

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 急須ほか３点の買入れ 26,362

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車の自動車保管場所変更手数料の請求 350

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 28,461

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 5,410

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 3,061

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 11,345

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 28,269

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 20,034

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 1,803

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 2,705

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 付せん(ディスペンサー付)ほか２点の買入れ（集合） 10,800

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年１月） 60,331

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年１月） 1,712

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年１月） 12,022

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年１月） 12,523

東京消防庁 城東消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年１月） 266

1359 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 防火水槽改修工事 1,331,640

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 横断幕の買入れ 59,400

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査 73,096

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 奥戸出張所自家用電気工作物保安管理業務の委託料支出 49,896

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 横断幕４点の買入れ 106,920

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(大型自動車研修、緊急自動車運転技能研修) 21,456

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 206,064

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 113,293

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 団章ほか１点の買入れ 18,576

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車重量税及び自賠責保険料の支出及び精算について 8,200

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車重量税及び自賠責保険料の支出及び精算について 8,570

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更手数料及び自動車番号標交付手数料 350

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車検査証変更手数料及び自動車番号標交付手数料 1,440

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本田消防署ほか４か所庁舎清掃委託(2月分) 75,131

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の健康診断委託（単価契約）2月分 7,992

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本田署奥戸出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 66,960

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 防火衣２点の買入れ 90,720

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 165,000

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎施設の修繕に係る資金前渡について(3月分） 149,000

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額案件に係る資金前渡について(3月分) 5,664

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 81,001

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 2,559

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 96,715

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 690,121

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 34,020

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 本田署ほか4か所産廃の収集･処分委託(単価･集合)2月分 34,311

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本田署ほか4か所産廃の収集･処分委託(単価･集合)2月分 13,770

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本田署青戸出張所ホースリフター点検委託 42,120

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 スリッパほか３点の買入れ 103,466

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 蓄電池２点の買入れ 38,340
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東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラム／トナーカートリッジほか９点の買入れ(集合） 427,356

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ドラム／トナーカートリッジほか９点の買入れ(集合） 252,720

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラム／トナーカートリッジほか９点の買入れ(集合） 191,268

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ドラム／トナーカートリッジほか９点の買入れ(集合） 77,760

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ＥＴＣ車載器のセットアップ変更手数料の支出及び精算 2,700

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、ポンプ機関技術研修) 69,694

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、ポンプ機関技術研修) 7,116

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、ポンプ機関技術研修) 22,108

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(操縦技能本部教養) 3,684

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更手数料と自動車番号標の交付手数料 350

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車検査証の変更手数料と自動車番号標の交付手数料 1,440

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 23,636

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ＤＶＤプレーヤーほか８４点の買入れ（集合） 147,007

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ＤＶＤプレーヤーほか８４点の買入れ（集合） 102,068

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ＤＶＤプレーヤーほか８４点の買入れ（集合） 31,227

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(１２月分) 51,262

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,084,168

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,094

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）2月分 104,976

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 デジタルビデオカメラほか２０点の買入れ(集合） 93,787

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルビデオカメラほか２０点の買入れ(集合） 42,120

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 64,980

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 南綾瀬家族宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分） 69,552

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 本田署ほか１か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 150,336

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 救助ロープの買入れ 33,480

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の継続検査（集合） 153,784

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 携帯警報器の修繕 17,280

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 衣類乾燥機ほか２点の買入れ 137,160

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の修繕 99,317

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,029,814

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育に伴う旅費 31,874
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東京消防庁 本田消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 本田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 96,715

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 消毒剤ほか６点の買入れ 29,230

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 風速計の買入れ 15,660

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断委託(単価契約)(1月分） 10,206

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか 39,861

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか 4,260

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか 770

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 １月分事務連絡旅費ほか 1,156

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 137,089

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 69,454

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 312,504

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 99,954

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 51,800

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 61,432

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 49,926

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 33,132

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 24,254

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 21,759

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 21,606

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ビニール袋(70Ｌ)ほか３２点の買入れ(集合) 14,137

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額案件(一般管理)に係る資金前渡について(3月分) 80,784

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分) 9,643

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 金町消防署エレベーター設備定期点検保守委託(２月分) 127,980

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 特種用途自動車６台の継続検査及び定期点検 170,248

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマット(695×1195)ほか２点の買入れ 80,481

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 金町消防署ほか３か所庁舎清掃委託(２月分) 77,019

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 金町消防団第８分団ほか１か所照明器具改修工事 429,840

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月分 38,518

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月分 36,115

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れに係る資金前途について 2,460
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東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 31,629

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 28,328

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,006

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(２月分) 19,538

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 金町消防署ほか3か所自家電定期点検保守委託(２月分) 48,060

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 72,005

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 2,275

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 12,626

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 971,491

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,294

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 197,740

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 4,254

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の入団時健康診断委託(単価契約) 10,206

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 116,889

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 32,367

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 32,167

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 28,524

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 3,758

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 15,055

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ひもほか７５点の買入れ(集合) 3,423

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 団章ほか１点の買入れ 46,656

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 物置ほか５点の買入れ（集合） 132,039

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 物置ほか５点の買入れ（集合） 55,557

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 36,504

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 45,987

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 972

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 20,875

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 11,566

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 17,875

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 1,224

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 879

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 24,423

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 2,318
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東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 14,544

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 12,654

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 18,119

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 4,511

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 21,124

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 11,401

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 9,656

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 22,377

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 36,925

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 6,390

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 記録紙ほか１３点の買入れ(集合) 12,888

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 84,846

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 33,252

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 金町消防署水元出張所自動ドア改修工事 299,700

東京消防庁 金町消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（１月分） 16,033

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（１月分） 22,843

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（１月分） 1,424

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（１月分） 3,138

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ型肝炎ワクチン接種等に係る旅費 11,480

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 Ｂ型肝炎ワクチン接種等に係る旅費 3,050

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 72,005

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月・控除分） 2,275

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江戸川消防署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 53,327

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 急須ほか１６点の買入れ 165,855

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）３月分 98,813

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（庁舎管理）３月分 46,830

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件（車両管理）３月分 12,233

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（査察業務）３月分 6,646

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（災害活動用消耗品）３月分 12,195

1364 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（調査業務）３月分 36,736

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等（３月分） 278,424

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ型肝炎抗体確認検査等に係る旅費 23,864

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 377,796

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の健康診断委託（単価契約） 7,398

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 ロープの買入れ 103,680

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 賞状額ほか２点の買入れ 43,740

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 21,494

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 賞状額の買入れ 81,000

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）２月分 82,296

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 894,346

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 21,683

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江戸川消防署ボイラー設備点検清掃委託 82,080

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 江戸川消防署小松川出張所重量シャッター修繕工事 594,000

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 毒劇物防護衣の修繕 24,840

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 消防団用可搬ポンプ積載車の定期点検（１２ヶ月点検） 28,080

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,822

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 フィルターの買入れ 49,555

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 104,355

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 18,036

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 32,049

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 14,607

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 36,237

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 24,300

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書庫ほか６８点の買入れ 14,796

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫（３連ロッカー）ほか２点の買入れ 583,746

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（２月分） 61,628

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等の支出（２月分） 2,908

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 江戸川消防署地下１階揚水ポンプ改修工事 1,140,480

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 江戸川消防署簡易専用水道検査委託 19,440

1365 / 1408 ページ



局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　　　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年３月分）

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(鍵付月予定16-31)ほか11点の買入れ 1,844,640

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 小松川出張所ほか１か所衝撃緩衝材設置工事 194,400

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小松川出張所業務用空調設備法令点検委託 40,824

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 江戸川消防署地下１階脱衣所内洗面台改修工事 198,320

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 高圧エアホースほか１０点の買入れ 59,940

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 高圧エアホースほか１０点の買入れ 28,641

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 359,184

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 光熱水費 混合油の買入れ 10,335

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

江戸川消防団第二分団本部施設の電気料（２月分） 2,500

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

江戸川消防団第二分団本部施設の電気料（３月分） 2,500

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 葛西署ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(1月分) 110,052

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 船堀待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(1月分) 78,354

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 葛西署ほか1か所自家電定期点検保守委託(12・1月分) 47,520

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 葛西署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 70,908

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 葛西署オーバーヘッドドア改修工事 1,728,000

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 転倒防止器具３点の買入れ 12,787

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか３点の買入れ 147,830

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 30,390

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 19,756

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 2,018

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出の決定（３月分） 10,000

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出の決定（３月分） 33,342

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る支出の決定（３月分） 41,040

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡の支出の決定（３月分） 200,000

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 136,678

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬（２月分） 72,005

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬（２月控除分） 2,275

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 545,886

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 消火訓練用鉄箱４点の修繕 21,060
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東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 79,207

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 救急救命東京研修所への研修旅費の支出について 1,480

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 12,102

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（２月分） 53,676

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 葛西署ほか1か所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 110,052

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 船堀待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 78,354

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 委託料 消防団員の健康診断委託（単価契約）（２月分） 8,294

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 39,617

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 826,185

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,547

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 葛西署船堀出張所屋外照明設備改修工事 261,403

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 83,216

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る支出の決定について（３月分） 99,592

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 6,456

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 43,308

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 6,591

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,699

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,749

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 125,960

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 44,090

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 20,088

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 13,748

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 11,027

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 コードリール（３０ｍ）ほか２６点の買入れ（集合） 8,316

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 写真機（一眼レフ）ほか８点の買入れ（集合） 85,320

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 写真機（一眼レフ）ほか８点の買入れ（集合） 71,064

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 写真機（一眼レフ）ほか８点の買入れ（集合） 32,692

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 写真機（一眼レフ）ほか８点の買入れ（集合） 8,294

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,628

東京消防庁 葛西消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 328,699

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

小岩消防団第7分団格納庫の水道料（12・1月分） 2,921

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

小岩消防団第７分団格納庫の電気料（１月分） 922
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東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,744

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１１月分） 64,929

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１１月分） 16,152

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１１月分） 13,674

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 932,138

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小岩消防署自家用電気工作物保守委託（12・1月分） 25,056

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 小岩消防団第3分団2部格納庫ｼｬｯﾀｰその他修繕工事 219,240

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等経費（常時必要資金）（３月分）の支出 67,875

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）（３月分）の支出 20,212

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 需用費 一般需用費 はさみ（ｼﾞﾙｺﾆｱ・ｾﾗﾐｯｸ）ほか６点の買入れ（集合） 23,069

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 はさみ（ｼﾞﾙｺﾆｱ・ｾﾗﾐｯｸ）ほか６点の買入れ（集合） 9,720

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 はさみ（ｼﾞﾙｺﾆｱ・ｾﾗﾐｯｸ）ほか６点の買入れ（集合） 8,022

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 接着剤ほか１点の買入れ 23,716

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 掃除機ほか２点の買入れ 106,920

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小岩消防署ほか３か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ等の点検委託 200,880

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 製氷機の買入れ 99,360

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 防火水槽の排水に伴う下水道料金の支払いについて 3,240

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小岩消防署ほか３か所庁舎清掃委託（2月分） 74,497

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便料金の支出及び精算について 2,706

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 小岩消防団第３分団本部ほか1か所照明器具改修工事 299,160

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能研修に伴う旅費 17,584

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 25,502

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（2月分） 19,809

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（2月分） 46,008

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 塗料（白）ほか７点の買入れ 97,437

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 57,304
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東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,204

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 739,780

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１２月分） 29,512

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１２月分） 8,058

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか３件の旅費（１２月分） 9,386

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,958

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

小岩消防団第4分団格納庫の電気料（3月分） 230

東京消防庁 小岩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費
負担金補助及交付
金

小岩消防団第７分団格納庫の電気料（2月分） 924

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 110,742

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署合同庁舎ほか4か所廃棄物処分委託(1月分） 39,305

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署錦町出張所ほか3か所庁舎清掃委託(1月分） 85,077

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡（３月分）について 643,032

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（広報３月分）資金前渡について 31,699

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に伴う資金前渡（査察３月分）について 15,819

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（防災３月分）の資金前渡について 33,480

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）資金前渡（３月分）について 10,886

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（消防係３月分）に係る資金前渡について 3,176

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署錦町出張所自家用電気工作物点検保守（2月分） 10,044

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署錦町出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備点検委託（2月分） 59,400

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 緑町単身待機宿舎エレベーター設備点検委託（2月分） 66,528

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（W630×H500×D65㎜）ほか17点の買入れ 841,320

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便切手の買入れに伴う資金前渡 2,940

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,668

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 163,108

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 東京消防出初式事前訓練等旅費（１０～２月分） 96,142

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 東京消防出初式事前訓練等旅費（１０～２月分） 57,094

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給（単価契約2月分） 21,087

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署錦町出張所ほか3か所庁舎清掃委託（2月分） 66,630

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 137,376

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,568

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 636,021

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分） 18,805
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東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(2月分） 53,136

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署合同庁舎ほか4か所廃棄物処分委託(2月分） 28,257

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 立川署合同庁舎ほか4か所廃棄物収集運搬委託(2月分） 118,746

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 立川署合同庁舎ほか4か所古紙収集運搬委託(2月分） 10,368

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 郵便切手の買入れに伴う資金前渡の支出及び精算 10,000

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 67,566

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署合同庁舎エレベーター設備点検委託（2月分） 63,828

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（単価契約2月分） 235,907

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 ガス湯沸器（５０号）ほか１点の買入れ 745,200

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 地図（住宅地図A4判立川市）ほか３点の買入れ 72,689

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 7,793

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料等に伴う資金前渡 350

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車検査証の変更登録手数料等に伴う資金前渡 1,440

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料等に伴う資金前渡 2,700

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 2,826,079

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 5,636,399

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ＳＤカードほか１４点の買入れ（集合） 55,404

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ＳＤカードほか１４点の買入れ（集合） 100,440

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ＳＤカードほか１４点の買入れ（集合） 95,580

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ＳＤカードほか１４点の買入れ（集合） 18,036

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 90,000

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 3,300

東京消防庁 立川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 立川単身待機宿舎302号室ほか1室内装改修工事 1,566,000

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 昭島署昭和出張所ホース乾燥用リフト点検委託 48,600

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 92,093

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）2月分 12,148

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 昭島署ほか２か所庁舎清掃委託（2月分） 77,220

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 昭島単身待機宿舎エレベーター設備定期点検保守委託 55,080

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について 13,559

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬、処分委託（集合） 21,600

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬、処分委託（集合） 77,760

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 昭島消防署ほか2か所一般廃棄物収集運搬委託(単価） 31,000
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東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス2点の充てん(単価契約） 28,512

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 71,571

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 46,224

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 15,390

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 15,228

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 7,020

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 9,396

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 4,212

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 クリアーブックほか40点の買入れ(集合） 14,850

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 71,604

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 2,376

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 16,200

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 9,072

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 3,240

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ネットほか30点の買入れ(集合） 21,103

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,353

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月分） 24,255

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月分） 8,923

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の請求について（２月分） 4,188

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 昭島消防署ほか2か所産廃収集運搬処分委託(単価・集合 6,188

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 昭島消防署ほか2か所産廃収集運搬処分委託(単価・集合 9,283

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 22,318

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 152,338

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 302,934

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 697,074

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか8点の買入れ(集合） 25,380

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 冷凍庫ほか8点の買入れ(集合） 90,968

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)ほか4点の買入れ 81,972

東京消防庁 昭島消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更手数料の請求について 700

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 携帯型救助器具の修繕 49,464

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 タイヤ２点の買入れ 26,676

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 6,480

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 3,294

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 10,368
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東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 15,854

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 7,776

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 洗剤ほか６点の買入れ（集合） 6,480

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 砥石ほか１３点の買入れ 50,760

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 81,622

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 638,163

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（３月分） 285,760

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理）３月分 67,174

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 消毒殺菌剤ほか２点の買入れ 18,068

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）（２月分） 24,292

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 15,176

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか17点の買入れ(集合) 127,980

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか17点の買入れ(集合) 142,020

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか17点の買入れ(集合) 85,968

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか17点の買入れ(集合) 9,828

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(DocuPrint3100用)ほか17点の買入れ(集合) 31,968

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 蛍光灯ほか１２点の買入れ（集合） 86,918

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 蛍光灯ほか１２点の買入れ（集合） 10,152

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 蛍光灯ほか１２点の買入れ（集合） 4,752

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 蛍光灯ほか１２点の買入れ（集合） 16,092

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 蛍光灯ほか１２点の買入れ（集合） 15,530

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１・２月分研修旅費 46,109

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１・２月分研修旅費 61,229

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１・２月分研修旅費 49,608

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 平成２９年度産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分) 1,990

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 239,200

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 8,726

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 9,601

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 47,779

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 40,543

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 69,012

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 19,008

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 19,602
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東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルム(Ａ３)ほか119点の買入れ（集合） 17,409

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 137,376

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん（単価契約）（２月分） 36,288

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 国分寺消防署ほか２か所庁舎清掃委託（２月分） 59,815

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 43,615

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更手数料の支出及び精算について 350

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 61,777

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 国分寺消防署給湯器改修工事 297,000

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒（角Ａ３）ほか６点の買入れ（集合） 21,644

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒（角Ａ３）ほか６点の買入れ（集合） 8,704

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 109,934

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）２月分 16,200

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署ほか1か所汚水槽・雑排水槽清掃委託 151,200

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署自動ドア点検委託 27,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 運搬車ほか１６点の買入れ（集合） 35,607

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 運搬車ほか１６点の買入れ（集合） 64,530

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 運搬車ほか１６点の買入れ（集合） 27,151

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 茶櫃ほか７点の買入れ(集合) 29,549

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 茶櫃ほか７点の買入れ(集合) 28,771

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（第21期化学災害技術研修旅費ほか） 38,441

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（第21期化学災害技術研修旅費ほか） 35,350

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井単身待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分） 56,160

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 172,800

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 19,440

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分） 63,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 1,990

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 報償費 救急業務協力医師等報償金に係る資金前渡(3月分） 8,100

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(0004)に係る前渡金の準備（3月分） 81,437

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡(３月分） 148,597

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 並椅子の買入れ 471,960

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 16,599

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署緑町出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検保守委託(2月分） 55,512

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署ほか１か所庁舎清掃委託(2月分) 62,224

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 カーワックスほか２点の買入れ（集合） 20,736
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東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 カーワックスほか２点の買入れ（集合） 5,076

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ｼｱﾝ)ほか8点の買入れ(集合) 100,440

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ｼｱﾝ)ほか8点の買入れ(集合) 9,720

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ｼｱﾝ)ほか8点の買入れ(集合) 7,776

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 119,686

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,434

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）２月分 37,260

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救助ユニット（スプレッダー）の修繕 21,168

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 し尿処理手数料の払込み(2月分） 29,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 39,461

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署非常電源(自家発電設備）点検委託 270,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 274,192

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 94,724

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 517,304

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等(平成30年1月分） 33,427

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費等(平成30年1月分） 7,860

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小金井署緑町出張所免震装置点検委託 162,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 小金井署外壁改修工事 1,404,000

東京消防庁 小金井消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 小金井署加圧給水ポンプユニット改修工事 1,350,000

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 39,603

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 428,542

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小平署産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約）2月分 12,474

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 517,966

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104,654

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小平消防署ほか２か所の庁舎清掃委託（2月） 86,400

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車変更等手数料の支出及び精算について 350

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 特種用途自動車変更等手数料の支出及び精算について 1,440

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車変更等手数料の支出及び精算について 2,500

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 簡易専用水道検査料金の支出及び精算について 19,440

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件(車両管理)の支出及び精算について3月分 169

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件の支出及び精算について3月分 92,850

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990
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東京消防庁 小平消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 164,518

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス3点の充填(単価契約)(2月分) 47,520

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給(単価契約)(2月分) 29,440

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 小平消防署の廃棄物収集運搬委託(単価契約)(2月分) 20,564

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 小平消防署ほか1か所衝撃緩衝材設置工事 1,296,000

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 有料ごみ処理袋代金の支出及び精算について 120,600

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 12,921

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 92,394

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小平消防署汚水槽及び雑排水槽清掃委託（２月分） 107,460

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 演台ほか6点の買入れ(集合) 981,180

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 演台ほか6点の買入れ(集合) 441,180

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 46,150

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 自動車登録番号標交付手数料追加支出及び精算について 520

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰほか1点の買入れ 13,980

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分(集合） 155,520

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分(集合） 43,200

東京消防庁 小平消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 自転車の買入れ 284,600

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 備品購入費 製氷機の買入れ 286,200

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 14,413

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 84,056

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 41,615

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 7,656

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 24,559

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 17,189

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 39,366

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 12,133

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 6,284

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 6,018

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 事務用ファイル(オレンジ)ほか６０点の買入れ(集合) 15,433

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 26,299

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育研修旅費 24,478

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 16,223

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,502

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 114,825
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東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 83,016

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１～２月分） 7,226

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１～２月分） 20,216

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分控除分） 1,990

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 865,997

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託２月分 43,200

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 武蔵野署ほか１か所汚水槽・雑排水槽清掃委託２月分 302,400

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの充てん 3,780

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 人事研修旅費 1,205

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 武蔵野署武蔵境出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備点検保守委託２月分 34,560

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 武蔵野消防署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託２月分 127,440

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（都民指導）の資金前渡について３月分 1,384

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）の資金前渡について３月分 24,238

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件（車両管理）の資金前渡について３月分 2,826

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 13,990

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産廃収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)２月分 3,240

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産廃収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)２月分 6,480

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 20,779

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 武蔵野署吉祥寺所エレべーター設備定期点検保守委託 77,760

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 武蔵野消防署吉祥寺出張所新庁舎電話料金の支払い 1,348

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保安柵ほか２２点の買入れ（集合） 78,494

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 保安柵ほか２２点の買入れ（集合） 94,490

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 新聞掛ほか１０点の買入れ（集合） 69,304

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 新聞掛ほか１０点の買入れ（集合） 77,414

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 新聞掛ほか１０点の買入れ（集合） 9,504

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 47,047

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充てん(単価契約)(集合)２月分 58,752

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 武蔵野消防署ほか１か所庁舎清掃委託３月分 84,795

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 武蔵野消防署武蔵境出張所衝撃緩衝材設置工事 140,400

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 496,693

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（２月分） 13,284

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 92,048

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 45,814
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東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 21,738

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 61,184

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 28,404

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 9,213

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１９点の買入れ（集合） 23,846

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,409

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西東京消防署田無出張所クレーン点検委託 54,000

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 エアコンほか２７点の収集運搬及び処分委託（集合） 86,400

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 エアコンほか２７点の収集運搬及び処分委託（集合） 86,400

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 7,682

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 40,327

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 3,454

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 10,439

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 15,774

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 43,624

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 35,580

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 3,579

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 25,081

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 封筒ほか９２点の買入れ（集合） 24,711

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ストッパーの買入れ 68,234

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）２月分 40,500

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 さび取り剤ほか４点の買入れ 38,988

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 33,479

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 316,992

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 26,538

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給（単価契約）２月分 33,264

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 部隊運用板の修繕 484,380

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費① 35,150

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費① 31,892

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費① 15,450

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 机ほか３点の買入れ 276,480

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 2,275

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 911,178
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東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 西東京消防署ほか３か所廃棄物処理委託（２月分） 42,317

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西東京消防署ほか３か所廃棄物処理委託（２月分） 7,344

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西東京消防署産業廃棄物（汚泥）処分委託（３月分） 12,830

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西東京消防署汚水槽及び雑排水槽清掃委託（３月分） 104,760

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 西東京消防署ブースターポンプ修繕工事 248,400

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1月分 7,392

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費12月分 8,354

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費12月分 5,942

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 58,960

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 西東京消防署汚泥収集運搬委託（３月分） 10,836

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 西東京消防署ほか３か所庁舎清掃委託（２月分） 86,107

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（集合） 8,532

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ（集合） 76,788

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 379,468

東京消防庁 西東京消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分の２） 20,000

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 72,005

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,275

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 185,577

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 手指消毒剤ほか５点の買入れ 129,016

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 817,582

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡の支出(3月分) 138,842

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般管理)に係る資金前渡の支出(3月分) 63,487

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(単価契約)(2月分) 9,676

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 三鷹署ほか一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)(2月分) 24,212

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 三鷹署ほか産廃収集運搬処分委託(単価・集合)(2月分) 4,147

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 三鷹署ほか産廃収集運搬処分委託(単価・集合)(2月分) 8,294

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電気ポットほか２点の買入れ 200,134

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 窒素ガスの充てん 5,400

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 225,605

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 86,196

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 三鷹署ほか3か所庁舎清掃委託(2月分) 109,814

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 合成洗剤(食器用4.0L入り)ほか25点の買入れ(集合) 168,986

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 合成洗剤(食器用4.0L入り)ほか25点の買入れ(集合) 16,006

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 合成洗剤(食器用4.0L入り)ほか25点の買入れ(集合) 13,584
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東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 合成洗剤(食器用4.0L入り)ほか25点の買入れ(集合) 7,923

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録に伴う手数料の支出及び精算 350

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 災害時支援ボランティア連絡通信経費の支出及び精算 14,372

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 74,434

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １２月分事務連絡旅費ほか１件 29,233

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １２月分事務連絡旅費ほか１件 20,960

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 51,682

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ｶﾞｽ2点の充てん(単価契約)(2月分) 50,544

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 書類整理箱ほか11点の買入れ(集合) 534,600

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 書類整理箱ほか11点の買入れ(集合) 558,360

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 湯沸器３点の買入れ(集合) 574,560

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 備品購入費 湯沸器３点の買入れ(集合) 440,640

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 滑車ほか17点の買入れ 207,997

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 132,195

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 28,815

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 21,381

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 21,153

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 19,480

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 15,940

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 13,482

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 9,374

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 8,144

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 6,531

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 6,242

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 5,441

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 2,193

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 紙粘着テープほか64点の買入れ(集合) 1,013

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 127,863

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 立入検査結果通知書の発送に要する経費の支出及び精算 860

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費 59,963

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか２件 52,279

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか２件 6,676

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費ほか２件 21,516

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 285,022
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東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 長テーブルほか５点の買入れ（集合） 509,760

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 長テーブルほか５点の買入れ（集合） 354,218

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 491,266

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 54,613

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 4,123

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 9,506

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 9,506

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 44,568

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 9,506

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 84,243

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ドラムカートリッジほか２１点の買入れ（集合） 4,309

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 はさみほか２３点の買入れ（集合） 35,424

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 はさみほか２３点の買入れ（集合） 150,552

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 301,826

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬（単価契約）(1月分) 47,796

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 文化財防火デー消防演習会場設営委託 430,380

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 訓練用人形２点の買入れ 131,760

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（29年10月分）の請求について 34,603

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（29年10月分）の請求について 8,800

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（29年10月分）の請求について 1,812

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 研修旅費（29年11、12月分）の請求について 32,026

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（29年11、12月分）の請求について 25,520

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費ほか（29年11、12月分）の請求について 54,560

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費ほか（29年11、12月分）の請求について 44,606

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費ほか（29年11、12月分）の請求について 42,014

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（29年11月分）の請求について 22,421

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 報償費 調布消防少年団鼓笛指導の講師謝金について 9,300

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 83,746

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 1,252

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 8,456

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 1,879

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 41,841

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 20,671

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 26,308
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東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 6,264

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか２３点の買入れ（集合） 4,384

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 発電機及び資機材用燃料の買入れに係る資金前渡(3月分 12,389

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(3月分) 140,158

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(3月分) 61,564

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカバーほか１点の洗濯 65,512

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 プロパンガスの買入れ 3,888

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ（単価契約）(２月分） 821,834

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 地図帳（調布市）ほか３０点の買入れ 290,777

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 548,840

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 58,260

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（２月分） 62,640

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給（単価契約）（２月分） 25,181

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月 11,750

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)(2月 5,875

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬（単価契約）（２月分） 37,843

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 調布署国領出張所庁舎清掃委託（２月分） 36,845

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 21,690

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 自在階段ほか１２点の買入れ 561,578

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 単管パイプの買入れ 40,176

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 調布署つつじヶ丘出張所ほか１か所庁舎清掃委託(2月分 49,107

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 調布署国領出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 82,080

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 保管庫２点の買入れ 140,724

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 253,237

東京消防庁 調布消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 258,132

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(集合) 77,760

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分委託(集合) 10,800

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 95,134

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 写真機ほか５点の買入れ(集合) 49,561

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 写真機ほか５点の買入れ(集合) 3,099

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 府中署ほか1か所衝撃緩衝材設置工事 124,200

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブルーシートほか22点の買入れ(集合) 99,868
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東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブルーシートほか22点の買入れ(集合) 47,563

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ブルーシートほか22点の買入れ(集合) 23,868

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ブルーシートほか22点の買入れ(集合) 8,521

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 33,264

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署エレベーター設備定期点検保守委託(2月分) 125,280

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署分梅所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 66,636

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署朝日所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 67,500

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 542,963

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電リサイクル料及び郵便払込手数料の支出及び精算 3,672

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクル料及び郵便払込手数料の支出及び精算 130

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 99,351

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 府中署朝日所電気設備改修工事 239,425

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（一般管理）３月分 19,578

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡（車両管理）（３月分） 32

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品購入に係る資金前渡（３月分） 6,627

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 府中署ほか4か所廃棄物収集運搬委託(単価)(2月分) 40,659

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 府中署ほか4か所産廃運搬処分委託(単価･集合)(2月分) 8,472

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署ほか4か所産廃運搬処分委託(単価･集合)(2月分) 19,100

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署分梅所ホースリフター点検委託 72,360

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価・集合)(2月分) 75,276

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(２月分) 18,642

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 府中署汚水槽及び雑排水層清掃委託(3月分) 151,200

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 府中署朝日所訓練棟改修工事 2,484,000

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 756

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 528,706

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 60,860

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 135,619

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物(汚泥)処分委託(単価契約)(3月分) 55,188

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 72,005

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 2,275

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 77,031

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,619

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 334,994

東京消防庁 府中消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 623,343
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東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東村山署雑排水槽及び汚水槽清掃委託(２月分） 99,360

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（秋津１２、１月分） 3,010

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東村山署産業廃棄物(汚泥)処分委託(単価契約)2月分 25,920

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）3月分 56,279

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕に係る資金前渡3月分 124,930

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 交際費 交際費3月分 10,300

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 放射能測定器の修繕 189,000

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給(単価契約)2月分 28,096

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 東村山署一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)2月分 29,289

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東村山署ボイラー設備点検委託(2月分) 64,800

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（学校研修２月１５日配付分） 17,674

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費他１件（毎日１月分） 7,438

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費他１件（毎日１月分） 2,574

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費他１件（本町１月分） 7,762

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費他１件（本町１月分） 656

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（東村山２，３部１月分） 4,323

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（東村山１部１月分） 16,962

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（救命士再教育１月分） 6,254

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 14,407

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東村山消防署ほか2か所庁舎清掃委託(2月分) 62,298

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東村山署他2か所産廃運搬・処分委託(単価・集合)2月分 9,234

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 東村山署他2か所産廃運搬・処分委託(単価・集合)2月分 6,156

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 報償費 火災調査参考人報償金に係る支出及び精算 5,000

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 東村山消防署ほか２か所衝撃緩衝材設置工事 954,072

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 726,296

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,293

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 98,808

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）2月分支出 56,808

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 法定点検促進お知らせの送付に係る資金前渡及び精算 19,781

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 440,531

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パウチフィルムほか２７点の買入れ 281,026

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 パイプカッターほか１１点の買入れ（集合） 37,670
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東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パイプカッターほか１１点の買入れ（集合） 28,512

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 パイプカッターほか１１点の買入れ（集合） 18,263

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 パイプカッターほか１１点の買入れ（集合） 17,075

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか８点の買入れ(集合) 225,990

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか８点の買入れ(集合) 25,920

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか８点の買入れ(集合) 15,552

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか８点の買入れ(集合) 4,050

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ(ブラック)ほか８点の買入れ(集合) 12,528

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 封筒（長３）ほか２６点の買入れ（集合） 54,459

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 封筒（長３）ほか２６点の買入れ（集合） 7,020

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 封筒（長３）ほか２６点の買入れ（集合） 13,608

東京消防庁 東村山消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 封筒（長３）ほか２６点の買入れ（集合） 38,097

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 狛江消防署ほか1か所庁舎清掃委託（２月分） 48,600

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 63,000

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 1,990

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 前渡金(少額支払案件)の請求(3月分) 20,441

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)（２月分） 11,912

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価契約)（2月分） 23,760

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス充てん(単価契約)その２（2月分） 12,960

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成２９年１２月分）の請求について 57,469

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（平成２９年１２月分）の請求について 11,440

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（平成２９年１２月分）の請求について 2,543

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ（単価契約）（２・３月分）２月分 24,495

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 前渡金（郵便料金）の支出及び精算について 1,798

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 529,189

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 狛江消防署衝撃緩衝材設置工事 255,960

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 32,287

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,523

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 狛江消防署照明設備改修工事 730,533

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 狛江署ほか1か所廃棄物(可燃)収集運搬委託(単価)2月分 29,797

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 狛江署ほか1か所廃棄物(不燃)収集・運搬及び処分2月分 2,592

東京消防庁 狛江消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 狛江署ほか1か所廃棄物(不燃)収集・運搬及び処分2月分 3,240

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ウェスの買入れ 33,048

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 39,603
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東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 57,016

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 北多摩西部消防署東大和出張所衝撃緩衝材設置工事 117,072

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡３月分の支出について 119,332

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管・一）に係る資金前渡３月分の支出 18,213

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,529

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 63,000

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 17,189

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）２月分 42,952

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 靴ぬぐいマットほか１４点の買入れ（集合） 136,162

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 靴ぬぐいマットほか１４点の買入れ（集合） 102,913

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 34,469

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 44,313

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 4,923

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 4,923

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 4,923

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ（黒）ほか３点の買入れ（集合） 9,847

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,522

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 660,866

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 北多摩西部署ほか2か所一廃収集運搬委託(単価)2月分 43,129

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）２月分 21,384

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 北多摩西部署産廃収集運搬処分委託(単価・集合)２月分 2,411

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 北多摩西部署産廃収集運搬処分委託(単価・集合)２月分 3,742

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の研修に伴う旅費 2,380

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の研修に伴う旅費 850

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分の研修に伴う旅費 3,026

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 北多摩西部消防署ほか２か所庁舎清掃委託（３月分） 71,156

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ベッドカバーほか１点の洗濯（単価契約）３月分 22,842

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 紙折り器ほか５点の買入れ 122,644

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分　事務連絡旅費 43,812

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 平成３０年１月分　事務連絡旅費 7,754

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 清瀬消防署竹丘出張所衝撃緩衝材設置工事 262,440

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 クリアホルダーほか3点の買入れ 116,640

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか1点の買入れ 22,680
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東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 131,450

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 278,817

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 366,347

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 清瀬署ほか１か所一廃収集運搬委託(単価契約)(2月分) 17,667

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 清瀬署ほか１か所産廃収集運搬委託(単価契約)(2月分) 3,129

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ(単価契約)(2月分) 31,070

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更登録手数料の資金前渡請求及び精算 350

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について(3月分) 45,301

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵便料金の資金前渡請求及び精算について 8,886

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 清瀬署ほか１か所産廃処分委託(単価契約)(2月分) 5,827

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 12,816

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 80,291

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 63,898

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 19,402

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 13,165

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 10,108

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 8,424

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 7,916

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 3,828

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 3,828

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 1,738

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 869

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 キーボードカバーほか12点の買入れ(集合) 869

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 感冒薬(微粒45包)ほか6点の買入れ 17,236

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん 3,780

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか9点の買入れ(集合) 59,858

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネーターほか9点の買入れ(集合) 20,639

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 39,204

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 29,514

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)(2月分) 16,308

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 清瀬署ほか１か所庁舎清掃委託(3月分) 55,766

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,888
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東京消防庁 清瀬消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ブルゾン（JMサイズ）ほか7点の買入れ 140,400

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電球(８５Ｖ３５Ｗ)ほか１７点の買入れ（集合） 40,017

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 電球(８５Ｖ３５Ｗ)ほか１７点の買入れ（集合） 20,628

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 簡易専用水道検査委託料の前渡金の請求について 19,440

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 63,000

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,990

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 286,034

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 東久留米消防署ほか１か所オーバーヘッドドア修繕工事 560,520

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（3月） 103,788

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般管理)に係る資金前渡について(3月) 24,124

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分）の支出について 17,649

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１，１２月分）の支出について 17,693

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１１，１２月分）の支出について 4,210

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 47,144

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 384,172

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件(一般管理)に係る資金前渡(3月②) 95,288

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 41,412

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の処理委託（単価）２月分 6,697

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物２点の収集運搬委託（単価）２月分 20,668

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東久留米消防署ほか１か所庁舎清掃委託（２月分） 70,826

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東久留米消防署汚泥処理委託（単価）２月分 17,004

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東久留米消防署汚水槽清掃委託（２月分） 81,000

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 地図帳（住宅地図小平市）ほか６点の買入れ（集合） 49,680

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 地図帳（住宅地図小平市）ほか６点の買入れ（集合） 40,119

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 地図帳（住宅地図小平市）ほか６点の買入れ（集合） 20,088

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充てん（２月分）（単価）（集合） 46,224

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 15,262

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬処分委託（集合） 43,200

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬処分委託（集合） 155,520

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）の支出について 30,190

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分）の支出について 1,009

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分）の支出について 18,553

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 八王子消防署浅川出張所厨房設備改修工事 888,408

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１２点の買入れ(集合) 53,141
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東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 レターケースほか１２点の買入れ(集合) 61,571

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 レターケースほか１２点の買入れ(集合) 86,616

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 レターケースほか１２点の買入れ(集合) 24,690

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 携帯警報器の修繕 17,280

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎施設に係る資金前渡について 198,000

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 マットほか８点の買入れ 396,738

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1件の支出について（12月分2回目） 55,326

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1件の支出について（12月分3回目） 25,906

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 家電リサイクル料金の支出について 25,164

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 家電リサイクル料金の支出について 1,300

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）に係る資金前渡について 2,700

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（都民指導）に係る資金前渡について 18,353

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（警防業務）に係る資金前渡について 4,060

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピューター装置の修繕 25,882

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 光熱水費 灯油ほか１点の買入れ(集合) 7,797

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 灯油ほか１点の買入れ(集合) 2,268

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 保管庫ほか６点の買入れ（集合） 689,538

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 保管庫ほか６点の買入れ（集合） 447,292

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 保管庫ほか６点の買入れ（集合） 213,170

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 91,583

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎施設に係る資金前渡について 216,000

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 八王子署みなみ野出張所ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検(2月分) 63,720

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 八王子署ほか7か所庁舎清掃委託(2月分) 168,451

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 八王子署ほか7か所産廃処分委託(単価)(2月分) 19,920

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 八王子署ほか7か所一般廃物収集運搬委託(単価)(2月分) 75,543

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 八王子署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 69,120

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 八王子署ほか7か所産廃収集運搬委託(単価)(2月分) 35,857

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給(単価)(2月分) 114,319

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 小宮家族待機宿舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月分) 78,624

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価)(2月分) 286,153

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 八王子消防署北野出張所ほか１か所衝撃緩衝材設置工事 117,720

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインド４点の買入れ 138,564

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件（防災業務）に係る資金前渡について 14,100

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 775,647
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東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,806,359

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 108,061

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 八王子消防署元八王子出張所(29)空調設備その他改修工 3,918,295

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,835

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価)(2月分) 21,216

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価)(集合)(2月分) 132,753

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料の資金前渡について 350

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 399,007

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 200,264

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 270,108

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 51,084

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 135,464

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 66,841

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 89,910

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 印字ライターほか３８点の買入れ（集合） 44,442

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（一般管理）に係る資金前渡について 49,758

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（由木）（２月分控除分） 1,706

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（本署）（２月分控除分） 2,559

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（本署）（２月分） 81,001

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（由木）（２月分） 54,004

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 80,252

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（単価契約） 152,771

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルムほか８９点の買入れ(集合) 123,431

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルムほか８９点の買入れ(集合) 300,240

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルムほか８９点の買入れ(集合) 12,137

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルムほか８９点の買入れ(集合) 191,662

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラミネートフィルムほか８９点の買入れ(集合) 114,598

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 部品ケースほか５点の買入れ 205,318

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費ほか3件の支出について（1月分1回目） 54,608

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費ほか3件の支出について（1月分1回目） 29,025

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費ほか3件の支出について（1月分1回目） 2,209

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 学校研修旅費ほか3件の支出について（1月分1回目） 14,796

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 郵送料の請求について 822

東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか1件の支出について（12月分4回目） 23,918
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東京消防庁 八王子消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか1件の支出について（12月分4回目） 1,270

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 家具転倒防止パッドの買入れ 99,792

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分） 63,000

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分控除分） 1,990

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署庁舎エレベーター設備定期点検保守委託2月分 124,740

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 フロンの回収処理委託 54,000

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る資金前渡　３月分 422,000

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件　管理　一般需用費　３月分 39,048

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡（３月分） 22,777

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分） 3,332

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分） 5,760

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 日野署ほか２か所一般廃棄物収集運搬委託（単価)２月 25,542

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署ほか２か所産廃収集運搬処分及委託(単・集)２月 7,776

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 日野署ほか２か所産廃収集運搬処分及委託(単・集)２月 3,888

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）２月分 38,232

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 16,148

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 255,425

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 389,927

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（1月分） 25,074

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（1月分） 20,108

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（1月分） 574

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（1月分） 1,366

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 824,154

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 50,262

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署ほか２か所庁舎清掃委託(3月分） 78,725

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか4点の買入れ(集合） 26,433

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか4点の買入れ(集合） 23,517

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 128,124

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署ほか１か所クレーン設備点検委託 97,200

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 日野署豊田出張所冷却塔用補給電動弁その他修繕工事 572,400

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 布ウエスほか11点の買入れ(集合） 44,480

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 布ウエスほか11点の買入れ(集合） 14,920

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ロープほか46点の買入れ(集合） 36,180

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ロープほか46点の買入れ(集合） 25,920
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東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 ロープほか46点の買入れ(集合） 29,700

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ロープほか46点の買入れ(集合） 12,312

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ロープほか46点の買入れ(集合） 12,204

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 簡易熱画像装置の買入れ 99,997

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署産業廃棄物(汚泥）処分委託(単価契約）３月分 6,220

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 日野署非常電源(自家発電設備）点検委託 162,000

東京消防庁 日野消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 105,884

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 町田消防署（２９）指令電話移設工事 3,240,000

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田消防署自家用給油取扱所地下タンク清掃委託 289,440

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 写真用紙３点の買入れ 6,912

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 電子レンジの買入れ 92,016

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 町田署ほか5か所産廃収集運搬処分委託(単価･集合)1月 4,363

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田署ほか5か所産廃収集運搬処分委託(単価･集合)1月 4,363

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 町田署ほか5か所一廃収集運搬委託(単価)1月分 116,575

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 町田消防署鶴川出張所屋上手すり改修工事 1,466,640

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 発煙器の修繕 33,264

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 風速計の買入れ 7,128

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 単身待機宿舎水道料金の支払いについて(1･2月分) 22,416

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 67,763

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 102,458

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 104

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月分) 81,001

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(２月控除分) 2,559

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 町田消防署プロパンガスの供給(単価契約)(2月分) 51,678

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田消防署庁舎清掃委託(2月分) 92,577

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 混合油の買入れ 4,752

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月分) 182,180

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(３月分) 33,242

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡について(３月分) 46,196

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について(３月分) 81,097

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 電話料金の支払いについて(2月分) 5,715

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １１～２月分事務連絡旅費および研修旅費 35,244

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １１～２月分事務連絡旅費および研修旅費 7,538

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 12月分事務連絡旅費および研修旅費 46,595
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東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 12月分事務連絡旅費および研修旅費 13,576

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 12月分事務連絡旅費および研修旅費 216

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 12月分事務連絡旅費および研修旅費 8,680

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田署自家電工作物定期点検保守委託(1･2月分) 52,488

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 631,800

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託（集合） 75,600

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 15,370

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 3,164

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 17,209

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの供給(単価契約)(2月分) 67,122

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)(2月分) 107,892

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリン及び軽油の購入（単価契約）（鶴川）２月分 179,221

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリン及び軽油の購入（単価契約）（西町田）２月分 183,768

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田消防署ほか５か所庁舎清掃委託(2月分) 38,739

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田署庁舎エレベーター設備定期点検保守委託(2月分) 127,440

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 248,231

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 268,181

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,043,187

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 25,003

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 70,679

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 159,230

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 80,918

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 82,102

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 69,505

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 62,773

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 仕切りガードほか１１６点の買入れ（集合） 28,232

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 法定点検の促進に係る文書の発送料金の支出及び精算 2,788

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １２～２月分事務連絡旅費および研修旅費 98,041

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １２～２月分事務連絡旅費および研修旅費 43,173

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更登録手数料の支出及び精算について 700

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 80,872

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 159,928

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジの買入れ 98,593

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 DVDソフト３点の買入れ 190,512
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東京消防庁 町田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 町田署ほか5か所産廃収集運搬処分委託(単価･集合)2月 3,370

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 町田署ほか5か所産廃収集運搬処分委託(単価･集合)2月 3,369

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 町田署ほか5か所一廃収集運搬委託(単価)1月分 101,833

東京消防庁 町田消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 191,416

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 B型肝炎ワクチン接種ほか旅費 89,535

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 B型肝炎ワクチン接種ほか旅費 1,024

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 658,018

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 採暖用燃料に係る資金前渡について 238,300

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について 71,397

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 35,436

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 11,372

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月分） 63,000

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 1,990

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 439,639

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 消防設備点検未報告対象物への指導書送付郵便料金 2,760

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 工事請負費 青梅消防署今井訓練場訓練塔２棟の新築工事 2,376,000

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 青梅署ほか１か所ｼｬｯﾀｰ及びｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ点検委託 101,520

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん(単価契約)(集合)1月分 40,824

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 青梅消防署ほか２か所庁舎清掃委託 69,807

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 21,422

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）２月分 45,904

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 416,405

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 8,780

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 29,203

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 15,984

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 7,690

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 物置ほか42点の買入れ（集合） 68,418

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ロープの買入れ 12,960

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ライフデザイン教養ほか旅費 21,612

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ライフデザイン教養ほか旅費 5,020

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ライフデザイン教養ほか旅費 4,760

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書類整理箱の買入れ 36,936

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産廃収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)2月分 2,284

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産廃収集運搬及び処分委託(単価契約)(集合)2月分 1,573
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東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 13,467

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価契約) 41,570

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 青梅市事業系ごみ用指定収集袋の買入れに伴う支出 28,980

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 71,558

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 40,258

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 謄写原紙ほか8点の買入れ（集合） 51,149

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 謄写原紙ほか8点の買入れ（集合） 106,607

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 謄写原紙ほか8点の買入れ（集合） 6,760

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 謄写原紙ほか8点の買入れ（集合） 45,090

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 21,146

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 空気清浄器(加湿630mL/H)ほか8点の買入れ(集合) 402,300

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 空気清浄器(加湿630mL/H)ほか8点の買入れ(集合) 5,346

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 空気清浄器(加湿630mL/H)ほか8点の買入れ(集合) 40,716

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 空気清浄器(加湿630mL/H)ほか8点の買入れ(集合) 28,512

東京消防庁 青梅消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 空気清浄器(加湿630mL/H)ほか8点の買入れ(集合) 32,400

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか１４点の買入れ（集合） 237,600

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか１４点の買入れ（集合） 174,960

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか１４点の買入れ（集合） 87,912

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 三脚ほか３点の買入れ（集合） 22,680

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 三脚ほか３点の買入れ（集合） 20,520

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費３件 26,394

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 都市ガス料金の支払い（２月分） 69,365

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 112,906

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 528,142

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（救急隊長特別研修ほか１件） 9,640

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（救急隊長特別研修ほか１件） 9,520

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）２月分 93,625

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）２月分 17,755

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 震動発生装置の修繕 15,120

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,572

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）に係る資金前渡（３月分） 99,775

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 採暖用燃料に係る資金前渡（３月分） 99,895

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 145,066

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 10,523
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東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 30,671

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 29,884

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 10,319

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 831

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 25,349

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 7,596

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 25,628

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 1,389

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 電子式卓上計算機ほか６４点の買入れ（集合） 40,956

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（大型免許取得研修） 11,440

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス（医療用）の充てん（単価）２月分 46,008

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 寝具等洗濯に係る資金前渡 60,912

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 11,876

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 福生署ほか３か所庁舎清掃委託　２月分 73,074

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）に係る資金前渡（３月分） 99,963

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（３月分） 155,995

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 45,859

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 72,005

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 2,275

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 福生署熊川出張所ほか２か所衝撃緩衝材設置工事 291,600

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 福生署熊川出張所クレーン点検委託 81,000

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 福生署ほか2か所ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ及び防火ｼｬｯﾀｰ点検委託 93,744

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 メガホンほか６点の買入れ（集合） 105,861

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 メガホンほか６点の買入れ（集合） 9,072

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 メガホンほか６点の買入れ（集合） 14,472

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 152,497

東京消防庁 福生消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更手数料の資金前渡 350

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 書籍ほか9点の買入れ 24,822

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 カメラほか５点の買入れ（集合） 61,473

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 カメラほか５点の買入れ（集合） 56,808

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 カメラほか５点の買入れ（集合） 13,824

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 郵便切手の買入れに伴う資金前渡の請求及び精算 3,936

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ３点の買入れ（集合） 27,540

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ３点の買入れ（集合） 15,120
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東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 消火体験装置用燃料の買入れ 2,700

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の買入れ(単価契約)(その19) 172,628

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(１月分・その１) 13,389

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 医薬品等購入経費に係る資金前渡 3,795

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 檜原出張所採暖用燃料費に係る資金前渡 16,500

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費　一般需用費）に係る資金前渡 23,624

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額支払案件（管理費　役務費）に係る資金前渡 43,200

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等係る資金前渡 43,246

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）（その２） 43,256

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ＵＳＢメモリーほか４点の買入れ 138,240

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払い(2月分) 63,000

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償の支払い(2月控除分) 1,990

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 18,731

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(2月分) 28,512

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ヒートガンほか６点の買入れ 99,846

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 68,688

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第365ポンプ機関技術研修旅費について 16,976

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第３６６期ポンプ機関技術研修旅費について 12,096

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第128期救急標準課程研修病院実習旅費について 1,130

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修(消防司令補新任課程)に伴う講師出向 2,340

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第３１７期初級幹部研修旅費について 28,960

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第１期上級予防技術研修旅費について 11,840

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 519,821

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ(単価契約)(その6) 77,760

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 38,194

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ガイドポールの買入れ 73,440

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証の変更登録手数料に伴う資金前渡の請求 350

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの充てん 4,320

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 無線機ホルダーほか1点の買入れ 9,990

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 71,442

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 17,496

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 11,988

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 7,312

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 6,544
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東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか17点の買入れ（集合） 2,203

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第３６６期ポンプ機関技術研修に伴う講師出向 15,260

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ボックスファイルほか18点の買入れ 76,096

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(11月分・その5) 2,922

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(12月分・その5) 5,088

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費(1月分・その3) 2,542

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(2月分・その1) 5,738

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第43期救急隊長特別研修旅費について 3,190

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 支援デブリーファー養成委託研修旅費について 5,802

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第３期予防技術研修旅費について 20,464

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか1点の買入れ(単価契約)(その22) 53,902

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月28日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 秋川消防署(29)ほか1か所衝撃緩衝材設置工事 159,840

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガスの買入れ（単価契約）（その１）(２月分) 94,728

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第368期ポンプ機関技術研修旅費について 15,736

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第113期初級幹部研修旅費について 4,976

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(１月分・その２) 1,923

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第321期初級幹部研修旅費について 21,800

東京消防庁 秋川消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(２月分・その２) 6,314

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 9,774

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 31,060

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 6,436

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 15,897

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 7,236

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 6,728

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 9,455

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 6,588

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 テープライターほか４３点の買入れ（集合） 42,663

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 54,004

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,706

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 34,751

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 12,960

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 奥多摩消防署エレベーター定期点検保守委託（２月分） 75,600

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 プロパンガス(JIS1種1号)の買入れ(単価契約)(2月分) 59,184

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 バッテリーの買入れ 8,208
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東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 378,810

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素充てん（単価契約）（２月分） 3,888

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 奥多摩消防署庁舎清掃委託（３月分） 36,979

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 13,656

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 幕ほか1点の買入れ 46,980

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）及び研修旅費（１月分） 21,607

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）及び研修旅費（１月分） 1,200

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）及び研修旅費（１月分） 877

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分）及び研修旅費（１月分） 28,600

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月05日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 多摩消防署遠隔制御器(基地用)ほか１点の移設工事 317,520

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 多摩消防署通信設備移設工事 81,000

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 多摩消防署自家用給油取扱所廃止作業委託 302,400

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 方面救急研究会等に伴う旅費 26,097

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 566,054

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価契約)(1月分) 634,005

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金(電気使用料)2月分（仮庁舎）の支出について 173,644

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕に係る前渡金の準備について 95,961

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充填（単価契約）(集合) 3,294

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充填（単価契約）(集合) 28,501

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス４点の充填（単価契約）(集合) 842

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 多摩署ほか１か所庁舎清掃委託(2月分) 29,338

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 蒸気ガス料金（２月分）の支出について 593,520

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 多摩消防署(29)指令電話移設工事 3,240,000

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ホースの買入れ 28,620

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 工事請負費 多摩署訓練塔２塔及び煙道移設工事 1,905,120

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価契約)(２月分) 610,166

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車検査証変更登録手数料の支出 350

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償費の支払いについて(2月分) 63,000

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報償費の支払いについて(2月控除分) 1,990

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金３月分の支出について（多摩消防署仮庁舎） 101,063

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 7,437

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 60,174

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 ろ過機用炭酸ガスボンベ充填費用の支出及び精算 3,780

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能講習に伴う旅費 36,082
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東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ３月分  公共料金支払 35,152

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 11,971

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 多摩署ほか2か所産廃処分委託(単価)（２月分） 38,880

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 多摩署ほか2か所廃棄物収集運搬委託（単価）(２月分) 55,875

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 多摩署庁舎移転に伴う物品等運搬委託 2,991,600

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 樹脂板ほか１６点の買入れ（集合） 15,496

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 樹脂板ほか１６点の買入れ（集合） 64,069

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 樹脂板ほか１６点の買入れ（集合） 9,573

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 冷凍庫の買入れ 33,048

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１２点の買入れ（集合） 123,747

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 モップ絞り器ほか１２点の買入れ（集合） 12,873

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修等に伴う旅費 10,008

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 初級幹部研修等に伴う旅費 7,466

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 Ｂ型肝炎抗体確認検査に伴う旅費 18,353

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 破傷風ワクチン接種及び非常勤の旅費 6,666

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 破傷風ワクチン接種及び非常勤の旅費 7,886

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 207,189

東京消防庁 多摩消防署 平成30年03月30日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 役務費 フロン回収処理委託 660,960

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 自動車継続検査登録印紙、重量税印紙の買入れ(３月分) 50,600

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 公課費 自動車継続検査登録印紙、重量税印紙の買入れ(３月分) 2,885,700

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 はしご車、水槽付ポンプ車(塔体付)中間確認旅費追給分 200

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 特殊救急車(Ⅱ型)中間確認に係る旅費（追給分） 200

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 オイルシールほか７１点の買入れ 794,880

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインド２０点の買入れ 1,045,332

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 パイプレンチほか29点の買入れ 502,200

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 テールランプほか２０点の買入れ 846,789

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 延長コードほか1点の買入れ 406,987

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 フィルターＤＰＲほか26点の買入れ 783,000

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 工具箱ほか７４点の買入れ 236,520

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 作業台ほか４点の買入れ 544,341

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ワイヤーほか10点の買入れ 1,343,628

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 装備工場ほか1か所の自家電定期点検保守委託 55,676

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 資材管理システムの借入れ 129,600

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ボンベ10点の再検査委託（単価契約） 74,714
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東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 装備工場作業環境測定委託 430,920

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 ボンベ2点の再検査委託（単価契約）											 10,011

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 溶接機ほか4点の買入れ(集合) 718,632

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 溶接機ほか4点の買入れ(集合) 63,288

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ウエスの買入れ 272,160

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 ジャッキほか1点の買入れ 388,800

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ＬＥＤ隊名灯ほか１０点の買入れ 674,438

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（11月分） 31,053

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 レギュレーター(レジェンド)ほか９点の修繕 241,164

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 装備品の修繕等3月分 3,240

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等3月分 108,216

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 整備用部品価格品番検索情報の利用 3,240

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃タイヤの処分(単価契約) 113,400

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃タイヤの収集運搬委託(単価契約) 25,056

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか４点の買入れ 101,466

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 金型18点の買入れ 1,420,200

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 シリンダほか４２点の買入れ(集合） 531,684

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 シリンダほか４２点の買入れ(集合） 456,624

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 物品棚の買入れ 321,840

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 シートカバー４点の買入れ 282,960

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ハイドロリックユニットほか26点の買入れ 876,409

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 フューエルポンプほか１９点の買入れ 1,456,736

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 リジッドラックほか71点の買入れ 863,784

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 スノーダンプほか２点の買入れ 399,870

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 寝台ほか６点の買入れ 158,101

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 31,586

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 整備用部品価格品番検索情報の利用 4,320

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 整備用部品価格品番検索情報の利用 4,816

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 整備用部品価格品番検索情報の利用 4,752

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い(2月分) 72,005

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（2月控除分） 2,275

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 圧力指示計ほか5点の買入れ 1,485,540

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 スロットルボディほか53点の買入れ(集合） 744,616

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 スロットルボディほか53点の買入れ(集合） 141,480
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東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 フィルターＤＰＲほか２７点の買入れ 898,242

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ハロゲンランプほか11点の買入れ(集合） 1,127,304

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ハロゲンランプほか11点の買入れ(集合） 78,840

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ガス圧力調節器（空気呼吸器300型用）5点の修繕 179,496

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ケーブルほか1点の買入れ 1,436,400

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 物品棚の買入れ 226,584

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 装備工場清掃及び水質分析委託　2月分 218,160

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 スプリングカバーほか２０点の買入れ 835,812

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 備品購入費 ボール盤ほか３点の買入れ(集合） 596,592

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ボール盤ほか３点の買入れ(集合） 4,536

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 エキゾーストパイプほか46点の買入れ 849,714

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 物品棚９点の買入れ 505,440

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 オルタネーターほか３３点の買入れ 919,443

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡（3月分) 110,396

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 水袋ほか１４点の買入れ（集合） 949,298

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 水袋ほか１４点の買入れ（集合） 311,472

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 金型２１点の買入れ 1,424,088

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 マットほか10点の買入れ 1,292,803

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 マフラーほか９点の買入れ 709,408

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 空気圧縮機(空気ボンベ充填用)１５点の修繕 612,360

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ボンベ10点の再検査委託（単価契約） 37,195

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 ボンベ2点の再検査委託（単価契約） 24,364

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 計測器ほか42点の買入れ 637,178

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 空気圧縮機(空気ボンベ充填用)の修繕 25,380

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 整備用部品価格品番検索情報の利用 3,024

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 回転灯ほか7点の買入れ 433,242

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 高圧ガス製造施設(呼吸器検査装置)点検委託 451,278

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 伸縮柱シリンダーほか５点の買入れ 165,888

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 後部昇降梯子ほか１１点の買入れ 343,245

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 薬液計センサーほか２点の買入れ 1,212,364

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 ステアリングギヤボックスほか３５点の買入れ 835,446

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 クリップほか３４点の買入れ(集合） 98,949

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 クリップほか３４点の買入れ(集合） 12,015

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 クリップほか３４点の買入れ(集合） 1,728
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東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について(3月分) 39,478

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成30年1月）ほか２件の旅費 10,232

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費(平成30年1月）ほか２件の旅費 1,902

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約）２月分 12,938

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 洗剤ほか４４点の買入れ 123,390

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（平成２９年１２月）ほか２件の旅費 20,739

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（平成２９年１２月）ほか２件の旅費 5,396

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成30年2月)ほか2件の旅費 23,063

東京消防庁 第十消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費(平成30年2月)ほか2件の旅費 2,224

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 8,983

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員の事務連絡旅費（１２月分） 5,062

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る2月分繰越・資金前渡について 48,621

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物処理券購入資金の請求及び精算について 27,360

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(2月分) 13,417

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 コンパネほか17点の買入れ 609,282

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（９月分） 18,953

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤の事務連絡旅費（１月分） 4,546

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費 5,729

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 18,181

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 クランプカバーほか16点の買入れ 292,582

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ポット(魔法瓶)ほか4点の買入れ(集合) 50,058

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ポット(魔法瓶)ほか4点の買入れ(集合) 29,592

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 廃棄物の収集運搬及び処分（集合)（単価契約)1月分 9,844

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 廃棄物の収集運搬及び処分（集合)（単価契約)1月分 9,526

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 タイヤチャックほか19点の買入れ（集合） 51,386

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 タイヤチャックほか19点の買入れ（集合） 28,360

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 タイヤチャックほか19点の買入れ（集合） 61,940

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 タイヤチャックほか19点の買入れ（集合） 61,516

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 重機関係資格取得研修旅費（１１，１２，１月分） 52,396

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１，２月分） 23,378

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（１，２月分） 2,202

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか45点の買入れ(集合) 230,570

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか45点の買入れ(集合) 78,408

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか45点の買入れ(集合) 17,690
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東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジほか45点の買入れ(集合) 13,532

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 323,218

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 一時抹消登録手続きに伴う手数料の請求、精算について 1,050

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 感電器(早期地震警報システム）バッテリーパック修繕 23,112

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 テープほか5点の買入れ 21,859

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（３月分） 50,000

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 第二消防方面訓練場ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備点検保守委託（２月） 65,880

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 重機操作技術レベルアップ教養研修旅費 5,800

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）(2月分) 14,244

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 軽油の買入れ（単価契約）(2月) 267,625

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 エレベーター閉じ込め事故指導者養成研修旅費 1,754

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の報償費の支払いについて（２月分） 54,004

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医の報償費の支払い（２月分控除） 1,706

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 728,630

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 第二救助機動部隊庁舎ほか２か所の清掃委託(2月分) 26,408

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 59,089

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 コンクリートパネルほか１点の買入れ（集合） 660,960

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第３２１期初級幹部研修（消防司令補新任課程）旅費 16,680

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第１１４期初級幹部研修（消防士長新任課程）旅費 3,624

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 二方面訓練場の混合廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 51,632

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 二方面訓練場の混合廃棄物の収集運搬及び処分（集合） 21,600

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 方面内救急隊による救急活動医師検証委託（単価契約） 172,800

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等２月処理分３ 13,241

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費等２月処理分３ 616

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等２月処理分３ 994

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 115,821

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 63,376

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 排気弁の買入れ 1,620

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 充電器の買入れ 116,640

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 化学剤検知器（ケミプロ１００ｉ）の修繕 70,200

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 乗用自動車の一時抹消登録手続手数料の支出及び精算 1,050

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約） 7,704

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 キットの買入れ 72,900

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について 9,640
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東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 少額支払案件に係る前渡金の準備について 4,900

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 平机ほか２点の買入れ 155,952

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 無線機ほか１点の買入れ 143,964

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ブラインド５点の買入れ 296,244

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 電池の買入れ 129,600

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（３月処理分①） 23,224

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（３月処理分①） 7,018

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか3点の買入れ（集合） 28,080

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか3点の買入れ（集合） 10,044

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 デジタルカメラほか3点の買入れ（集合） 6,696

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ(単価契約）2月分 27,000

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡の支出（3月分） 32,377

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 地図帳2点の買入れ 36,936

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）2月分 7,575

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 巻尺ほか9点の買入れ（集合） 51,570

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 巻尺ほか9点の買入れ（集合） 16,200

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 巻尺ほか9点の買入れ（集合） 33,696

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 9,772

東京消防庁 第四消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（１月分） 522

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電気まほうびんほか1点の買入れ(集合) 21,762

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 電気まほうびんほか1点の買入れ(集合) 16,038

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 断裁機ほか55点の買入れ(集合) 132,332

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 断裁機ほか55点の買入れ(集合) 19,874

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 断裁機ほか55点の買入れ(集合) 18,144

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成29年12月分) 585

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について(3月分) 227,202

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 委託料 産業廃棄物の収集運搬及び処分(集合) 103,680

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 役務費 産業廃棄物の収集運搬及び処分(集合) 95,040

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(平成30年1月分) 14,339

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 一般職非常勤事務連絡旅費(平成30年1月分) 616

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約(単価契約)(2月分) 16,524

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 インパクトドライバーほか6点の買入れ(集合) 104,213

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 第五消防方面訓練場一部舗装改修工事 1,370,800

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成30年１・２月分　研修旅費の請求 17,236
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東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（平成30年1～3月分） 23,682

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 レスキューツール（油圧ホース）の修繕 108,000

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ 23,328

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ 42,525

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月分） 54,004

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払いについて（２月控除分） 1,706

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 12、1、2月分学校研修旅費 37,269

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 12、1、2月分学校研修旅費 8,360

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ＥＶ閉じ込め事故指導者研修及び重機資格取得研修 54,980

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 耐熱服の修繕 380,592

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る２月分繰越・資金前渡（３月分） 34,560

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 168,298

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月分事務連絡旅費 10,029

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ボート（水上バイク）の整備 277,560

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 救命ボート水抜き栓の買入れ 3,024

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）２月分 10,950

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 341,146

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガス充てん 3,780

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蔵前指定待機宿舎ＥＶ設備定期点検保守委託（２月分） 70,308

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年03月29日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 六本部ほか１か所庁舎清掃委託 46,872

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ゴミ袋ほか１４点の買入れ 142,800

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 まな板ほか１３点の買入れ 30,596

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ(単価契約)2月分 4,568

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 七方面訓練場自家電定期点検保守委託2月分 14,040

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ（単価契約）2月分 38,880

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡金の準備について 45,621

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎修繕等に係る資金前渡について 17,928

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡金の準備について 8,963

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修関係旅費（2月） 24,513

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 特別旅費（１月分） 7,107

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 87,609

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)２月分 9,239

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ（単価契約）３月分 23,760

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 17,465
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東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 20,345

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 特別旅費（2月分） 11,955

東京消防庁 第七消防方面本部 平成30年03月30日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 63,913

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 実火災体験型訓練灯油の買入れ(単価契約) 50,220

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 384,264

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 6,761

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 21,708

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 72,144

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 18,327

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(A4ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ)ほか9点の買入れ（集合） 13,284

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ＵＳＢキャップの買入れ 8,640

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １２，１月期本部旅費 39,477

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １２，１月期本部旅費 1,688

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 １２，１月期本部旅費 4,683

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 １月期機動、重機研修旅費 2,802

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 旅費 普通旅費 １月期機動、重機研修旅費 15,600

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 １月期機動、重機研修旅費 85,520

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 コンパネ(塗装)ほか11点の買入れ 123,120

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁舎等修繕等に係る資金前渡について（3月分） 55,000

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件に係る資金前渡について（3月分） 1,080

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 小型四輪乗用自動車の一時抹消手続に伴う支出及び精算 700

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)（2月分） 10,657

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 第八方面本部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託 61,560

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（2月分） 5,508

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月13日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 第八消防方面本部ホース乾燥柱点検委託 48,600

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙ほか３２点の買入れ（集合） 250,508

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙ほか３２点の買入れ（集合） 19,441

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（集合） 29,127

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（集合） 3,917

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車の自動車検査証変更登録に伴う資金前渡 350

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 マットほか5点の買入れ 120,698

東京消防庁 第八消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 台北市が主催する防災訓練への参加に伴う旅費 90,134

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 洗浄機ほか１点の買入れ 1,136,160

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 旅費 普通旅費 厳冬期における救助救出訓練に係る旅費 15,600
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東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第317期初級幹部研修講師旅費（12月分） 842

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 エレベータ閉じ込め事故指導者研修旅費 820

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月05日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費12月分（９ＨＲ） 7,299

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 温風機の買入れ 442,800

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月06日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 64,369

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 5,998

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 パンフレットの印刷 199,800

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 バッテリー２点の買入れ 469,800

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 合板の買入れ 81,000

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月分） 54,004

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月08日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 報償費 産業医に対する報酬の支払い（２月控除分） 1,706

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 少額支払案件（管理費）の資金前渡（３月分）について 41,137

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 九本部消防救助機動部隊庁舎清掃委託（2月分） 46,607

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 九本救助機動部隊ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備定期点検保守委託(2月) 68,040

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 南多摩活動ｾﾝﾀｰ（仮称）中層訓練棟清掃委託（2月分） 12,004

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 南多摩活動ｾﾝﾀｰ中層訓練棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検保守委託(2月) 78,840

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 車輪止め２点の買入れ 76,788

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洗浄剤ほか１５点の買入れ（集合） 27,977

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 洗浄剤ほか１５点の買入れ（集合） 63,300

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 タイヤの買入れ 14,040

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月12日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 1,372,256

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（単価契約）（２月分） 34,554

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 備品購入費 ポンプほか１点の買入れ 912,600

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか１１７点の買入れ（集合） 568,503

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか１１７点の買入れ（集合） 26,714

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 需用費 一般需用費 ラベルライターほか１１７点の買入れ（集合） 4,536

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 中質紙（A3）ほか５点の買入れ（集合） 71,352

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 中質紙（A3）ほか５点の買入れ（集合） 54,264

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 中質紙（A3）ほか５点の買入れ（集合） 24,647

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 一般需用費 中質紙（A3）ほか５点の買入れ（集合） 9,365

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 749,482

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 62,528

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 特種用途自動車の配置換えに伴う手数料の資金前渡 350

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 原材料費 特種用途自動車の配置換えに伴う手数料の資金前渡 1,440
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東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ETC車載器セットアップ変更手数料の資金前渡 2,700

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月16日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 普通自動車の配置換えに伴う一時抹消登録手数料の資金 700

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月19日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（９本部） 16,072

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 東京消防庁南多摩総合防災施設衝撃緩衝材設置工事 453,600

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 クリップの買入れ 2,160

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 運搬車ほか２点の買入れ 1,304,640

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 ロールスクリーン４点の買入れ 213,840

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(ﾓﾉｸﾛ)ほか9点の買入れ 198,126

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月20日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 一般需用費 炭酸ガスの買入れ 3,240

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（集合）（2月分） 8,424

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価・集合）(2月) 16,394

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価・集合）(2月) 1,814

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月23日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ 36,158

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 需用費 一般需用費 草刈機ほか９１点の買入れ 1,028,160

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第55期上級幹部研修旅費 10,084

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第21期科学災害技術研修旅費 12,296

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第21期科学災害技術研修旅費 1,132

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第318.319期初級幹部研修（司令補新任課程）旅費 36,368

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第42期救急隊長特別研修旅費 3,400

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第18期実火災体験型訓練指導者養成研修旅費 5,450

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月26日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第21期科学災害技術研修講師旅費 9,427

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 灯油の買入れ（集合） 24,105

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 需用費 光熱水費 灯油の買入れ（集合） 3,917

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 かばんの買入れ 389,880

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 付せん紙（75×75mm）ほか４点の買入れ 40,125

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月27日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 電子レンジの買入れ 45,360

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転講習に係る旅費 19,396

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 資格取得研修旅費１２月分 24,412

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（非常勤） 14,884

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 48,691

東京消防庁 第九消防方面本部 平成30年03月28日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 ３月分  公共料金支払 117,822

※東京都情報公開条例に規定する非開示情報に当たるために非公開となった件数
　 ・0件
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