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

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,670

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,091

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 13,850

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 18,830

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 16,500

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 2,895

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 7,890

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発による通信教育受講に係る支出 8,950

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(非システム分30年5月処理分 2,058

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 地域と人権（全国版）外１点の購読 4,728

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（30年5月処理分） 269

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 平成29年度局ホームページ再構築等に係る業務委託２ 7,549,200

政策企画局 総務部 総務課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 クラウド版ＣＭＳライセンスの購入 972,000

政策企画局 総務部 秘書課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)に係る支出(1～3月分) 185,292

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・不適合除外分) 5,450

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・不適合除外分) 5,178

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・不適合除外分) 14,972

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・不適合除外分) 119,176

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,124

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）に係る支出について(1～3月分) 4,680

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「月刊THEMIS」の購入 12,360

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月分) 141,995

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月分) 2,590

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月分) 162,405

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月分) 129,087

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 在日外国メディア向けプレスリリース配信業務の支出 212,760

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 「東京150年」事業広報素材等制作及び企画業務委託 9,919,800

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 平成29年度海外広報事業の企画立案・運営業務委託 395,998,200

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・システム分) 10,477

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・システム分) 5,788

政策企画局 調整部 政策課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について(3月・システム分) 3,389

政策企画局 調整部 報道課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 スマートフォンの購入に伴う支出 925,344

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29「外国企業誘致の更なる推進に向けた検討会」委託 4,000,000

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29外国人創業人材受入促進に係る経過観察業務委託 734,400

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）
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政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 国家戦略特別区域法における障害者雇用特例制度調査 8,013,600

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29「東京の特区」に関する資料翻訳委託の支払 209,952

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29「東京開業ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ丸の内ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ」運営委託 9,698,400

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 多摩・島しょ等を活用したｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ創出の業務委託 65,233,483

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 平成29年度「ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ東京」等の運営委託 107,218,080

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29外国人創業人材受入促進に係る確認業務委託 475,200

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29外国人創業人材受入促進に係る業務確認委託その２ 302,400

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費
負担金補助及交付
金

H29国家戦略特区家事支援外国人受入事業研修等補助金 1,642,000

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29「東京の特区」に係る広報業務の企画・運営委託 2,561,093

政策企画局 調整部 渉外課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 H29「東京の特区」に係る広報業務の企画・運営委託 56,277,307

政策企画局 外務部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（3月） 57,934

政策企画局 外務部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年３月システム分） 1,761

政策企画局 外務部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 エコノミストの購読 41,000

政策企画局 外務部 事業課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 多都市間の実務的協力事業に係る翻訳委託（単価契約） 102,492

政策企画局 外務部 事業課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 役務費 多都市間の実務的協力事業に係る翻訳委託（単価契約） 373,464

政策企画局 計画部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 ﾋﾞｼﾞｮﾝ懇談会のｱｳﾄﾌﾟｯﾄ作成に係るHP作成業務委託 421,200

政策企画局 計画部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「週刊東洋経済」ほか１４点の購読（概算契約） 60,235

政策企画局 計画部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「交通新聞」の購読 27,768

政策企画局 計画部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成３０年３月分） 534

総務局 総務部 企画計理課 平成30年05月23日 一般会計 学務費
公立大学法人首都
大学東京支援費

公立大学法人首都
大学東京支援費

負担金補助及交付
金

平成29年度公立大学法人首都大学東京施設費補助金 1,201,033,792

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 公報検索及びHP公開ｻｰﾋﾞｽ提供委託（1月分～3月分） 382,320

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 文書総合管理システム運用支援委託 14,002,200

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 文書総合管理システム用機器の借入れ（再リース） 1,486,458

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 官報外２件の購入に係る経費の支出 43,692

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 官報外２件の購入に係る経費の支出 58,056

総務局 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 平成29年度文書の保存委託(単価契約)に係る経費の支出 10,253,027

総務局 総務部 文書課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 文書総合管理ｼｽﾃﾑﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｰﾌﾟ保管委託(単価契約) 9,342

総務局 総務部 文書課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都公報の製本 116,640

総務局 総務部 文書課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 印章（公印）の購入 135,000

総務局 総務部 文書課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 印章（公印）の購入 16,200

総務局 総務部 文書課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 平成29年度印章(公印)の購入に係る経費の支出について 80,352

総務局 総務部 文書課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ用ｿﾌﾄｳｪｱ運用支援委託（単価契約）3月分 7,560

総務局 総務部 文書課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（日経コンピュータ） 23,800

総務局 総務部 文書課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都文書事務の手引の印刷 795,204
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総務局 総務部 文書課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 東京都文書事務の手引の印刷 859,680

総務局 総務部 文書課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 文書総合管理ｼｽﾃﾑ用機器の更新に向けたｼｽﾃﾑ構築委託 27,216,000

総務局 総務部 文書課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都令規集追録の印刷等(単価契約)に係る経費の支出 1,054,620

総務局 総務部 文書課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 東京都令規集追録の印刷等(単価契約)に係る経費の支出 83,397

総務局 総務部 文書課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都公報の編集及び印刷（緊急対応追加分）の支出 116,640

総務局 総務部 文書課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 都例規集・国法令集DB等の提供委託（1月分～3月分） 2,505,708

総務局 総務部 文書課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都公報の編集及び印刷の支出（３月分） 570,240

総務局 総務部 文書課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都公報の編集及び印刷の支出（３月分） 1,428,848

総務局 総務部 文書課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都公報等のマイクロフィルム撮影等委託の支出 970,920

総務局 総務部 文書課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都公報等のﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ撮影等委託（その2）の支出 725,778

総務局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,507

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（３月システム処理分）の支出について 59,731

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（３月システム処理分）の支出について 32,634

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（３月システム処理分）の支出について 1,064

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（３月システム処理分）の支出について 123,131

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（３月システム処理分）の支出について 2,160

総務局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について 1,050

総務局 総務部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 簡易業務用無線機器等の賃借に係る経費の支出 58,800

総務局 総務部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ﾒｶﾞﾎﾝ型多言語音声翻訳機の借入れに係る経費の支出 189,000

総務局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 学務費
公立大学法人首都
大学東京支援費

公立大学法人首都
大学東京支援費

負担金補助及交付
金

組合役員費の公的負担金(Ｈ２９概算払)の精算 2,713

総務局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「自由民主」の購読 5,100

総務局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「しんぶん赤旗」の購読 41,964

総務局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「公明新聞」の購読 22,644

総務局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「民進プレス」の購読 3,000

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（総務費） 60,051,870

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（議会：議会費） 5,826,926

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（財務：総務費） 1,165,371

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（情報：総務費） 1,508,140

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 パーソナルコンピュータ等の借入れの支出 38,880

総務局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 庁内警備等業務委託に係る経費の支出（総務費） 5,799,600

総務局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「都議会情報」の購読 116,640

総務局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 枕カバー外13件のクリーニング（単価契約）の支出 38,545

総務局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)（巡視室分） 17,297

総務局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 敷き布団外３件の熱風乾燥(単価契約)に係る経費の支出 5,432
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総務局 総務部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 49,056

総務局 総務部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 73,068

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 月刊自治体ソリューションの購入 12,960

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日経グローカルの購入 90,720

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて(3月分) 154,714

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて(3月分) 83,829

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)に係る経費の支出(第４四半期分) 22,626

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)に係る経費の支出(第４四半期分) 13,332

総務局 行政改革推進部 行政改革課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 平成27年度包括外部監査結果の措置状況検証経費の支出 1,627,600

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS等仮想化基盤サーバ等の借入れ(３月分） 21,564,269

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS等仮想化基盤サーバ等の借入れ(３月分） 9,852,715

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(３月分） 428,209

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(３月分） 2,992,546

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(３月分） 1,668,779

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分 )の借入れ(３月分） 129,684

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成27年度更新分)の借入れ(３月分） 2,243,798

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＬＡＮアナライザの借入れ(３月分） 367,740

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 新TAIMS運用支援委託（第4四半期分） 94,829,354

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費 委託料 新TAIMS運用支援委託(第4四半期分） 295,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 新TAIMS運用支援委託（第4四半期分） 11,898,702

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 新TAIMS運用支援委託（第4四半期分） 2,122,500

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 内部認証基盤関連システムの運用支援委託 128,029,498

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 内部認証基盤関連システムの運用支援委託 774,110

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 情報セキュリティ脆弱性診断業務等の委託 6,868,800

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 新業務系端末等運用支援委託 24,462,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,672,420

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 34,963

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,073

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 機能拡張型通信機能付きタブレット利用環境の提供 612,284

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ（第４四半期分） 32,076

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 端末の借入れ（第４四半期分） 22,032

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＤＶＤ複写機等の借入れ（第４四半期分） 144,180

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ペーパーレス会議システム用タブレット端末の借入れ 464,724
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ（３月分） 38,855,986

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(３月分） 742,154

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(３月分） 645,891

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 ＴＡＩＭＳ端末(平成28年度更新分)の借入れ(３月分） 124,209

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ環境及びｻｰﾋﾞｽ提供委託 4,197,744

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ環境及びｻｰﾋﾞｽ提供委託 1,026,216

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 自治体情報セキュリティクラウド運用等業務委託 138,971,700

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 社会保障・税番号制度の共通基盤追加構築委託(平成29 25,050,600

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 情報処理機器等の回収・再資源化業務委託 4,860

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 情報処理機器等の回収・再資源化業務委託 167,940

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 平成29年度共通基盤ｼｽﾃﾑ等ｾｷｭﾘﾃｨ診断実施委託 2,970,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 5,417,405

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 22,804,776

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分)の借入れ(３月分） 13,231,838

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 435,824

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 1,935,872

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 613,195

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末(平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 116,557

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 使用料及賃借料 TAIMS端末（平成29年度更新分）の借入れ(３月分） 40,541

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ｿﾌﾄｳｪｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応(WSUS、InterScan)作業委託 10,712,520

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 標的型攻撃メール対策訓練実施委託 2,062,800

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ＴＡＩＭＳアクセシビリティ端末入替え作業委託 5,173,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ＴＡＩＭＳ機器移設作業委託 20,245,680

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 情報セキュリティ総合情報メール配信サービスの利用 103,680

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（第４四半期分） 2,106

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 1,219,196

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ（３月分） 331,111

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 14,716

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 345,827

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 206,025

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 22,074
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総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 125,086

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 44,148

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 36,790

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 80,938

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 1,434,817

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 新業務系端末等の借入れ(３月分） 7,358

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ネットワーク監視装置等の借入れ(再リース)(３月分） 218,538

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 プロジェクタ等の借入れ(平成29年度開始分)(その２) 30,618

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 TAIMS仮想化基本設計委託 401,760,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｶﾀﾛｸﾞｻｲﾄに係る運用・保守業務委託(そ 2,558,304

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 日経コンピュータ外５件の買入れ（第２回支払分） 76,300

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 平成29年度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成統一基準･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ講習会実施 907,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 東京都ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｱﾌﾟﾘｺﾝﾃｽﾄに係る印刷業務委託 591,559

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 TAIMS全庁ポータルデザイン追加作業委託 1,818,180

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都オープンデータアプリコンテスト運営業務委託 7,160,400

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 工事請負費 ＬＡＮ設備新設・撤去等工事（単価契約） 1,860,732

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ＴＡＩＭＳ端末マスタ構築作業委託 7,020,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 自治体ソリューションの買入れ 12,960

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(３月分） 28,249

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払い（平成29年度その2） 189,438

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度課題設定・解決能力強化研修受講に係る経費 129,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 システムライフサイクル管理の標準化支援業務委託 9,696,812

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 平成29年度サイバーセキュリティ技術支援委託 95,688,000

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都のオープンデータに係るＣＳＶデータ化作業委託 10,785,603

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄｳｪｱの更新に係るLGWAN-ASPｻｰﾋﾞｽの利用申込 45,360

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 TAIMS端末新OS、Office2016導入影響調査委託 11,370,240

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 ウェブサイトの改ざん検知業務等の委託 9,676,800

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

島しょ5村6島情報通信基盤整備(第三期)、保守及び運用 640,159,200

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 東京都ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｱｲﾃﾞｱｿﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ運営業務委託 11,194,524

総務局 情報通信企画部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年３月旅行分等） 5,529

総務局 人事部 人事課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 電子計算機入力ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ作成処理委託代金の支出(3月） 29,231

総務局 人事部 人事課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(人事部)(単価契約)代金の支出 82,549

総務局 人事部 人事課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「ICカード」下半期分の作成（単価契約）代金（1～3） 8,355,312

総務局 人事部 人事課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 「ICカード」下半期分の作成（単価契約）代金（1～3） 3,182,976

6 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

総務局 人事部 人事課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 採用候補者及び管理職候補者等健康診断委託（1～3） 604,800

総務局 人事部 人事課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 報償費 人事部業務に係る法的支援委託（単価契約）代金（3） 6,016

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 パーソナルコンピュータ等の買入れ 194,184

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

30大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑTOEFL受験料の支出 484,256

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29語学能力向上支援に係る支援金の支出について 250,900

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 内部管理事務の 適化に係る調査・提案等委託 199,800

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシーチケット利用代金支出（3月） 308,353

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシーチケット利用代金支出（3月） 1,610

総務局 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシーチケット利用代金支出（3月） 4,410

総務局 人事部 人事課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「日経ビジネス」外2点の購入 65,800

総務局 人事部 人事課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29第2回統括課長代理自己啓発支援の支出について 256,800

総務局 人事部 人事課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 NASの賃借料の支出（平成30年3月分） 18,792

総務局 人事部 人事課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 職員採用に係るPR活動業務委託 51,060,890

総務局 人事部 人事課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

31大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑTOEFL受験料の支給 79,441

総務局 人事部 人事課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 人事委員会費 管理費 委託料 職員採用に係るPR活動業務委託 48,277,510

総務局 人事部 人事課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

30大学院派遣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（MPM・短期）渡米前研修費用支出 3,840,000

総務局 人事部 人事課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 退職事例及び感謝状の筆耕（単価契約）代金の支出 138,515

総務局 人事部 人事課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(制度企画)(単価契約)(3） 25,618

総務局 人事部 人事課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（29年度未払分） 1,748

総務局 人事部 人事課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29大学公開講座受講支援金の支出（第2回）について 725,492

総務局 人事部 人事課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29大学公開講座受講支援金の支出（第2回）について 492,578

総務局 人事部 人事課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29大学公開講座受講支援金の支出（第3回）について 668,804

総務局 人事部 人事課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29大学公開講座受講支援金の支出（第3回）について 443,581

総務局 人事部 人事課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

H29英語能力向上支援に係る支援金の支出について 4,973,800

総務局 人事部 人事課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度大学院修士課程修学支援金の支出について 1,212,600

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,715

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,648

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員中目黒住宅エレベーター定期点検保守委託 1,169,964

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費
負担金補助及交付
金

地方公務員災害補償基金光熱水費等の支出(1-3月分) 1,178,234

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 21,600

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 141,091

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 需用費 光熱水費 小平住宅の空室に係る水道料金等の支出について 326

総務局 人事部 職員支援課 平成30年05月31日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 職員柏木住宅ほか管理人業務委託 279,214

総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,054
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総務局
コンプライアンス
推進部

コンプライアンス推
進課

平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都伊豆諸島地域ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ補助金の追給 525,869

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,640

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 蝙蝠谷農業団地アンケート郵便料金支出に係る資金 4,365

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 平成29年度市町村分普通交付税算定事務の電算処理委託 676,800

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 システム運営監査業務の委託に係る経費の支出 610,200

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 住基ネットワークシステムの庁内システム運用支援委託 3,453,030

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ネットワークシステムFW等の借入れ 265,788

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（その２）に係る経費の支出 141,733

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 住基ネットシステム代表端末等の借入れ(再リース) 134,373

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成29年度第4四半期派遣職員分) 28,660

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その3)の2に係る経費の支出 9,425

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成29年度第3四半期派遣職員分) 40,380

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 三大都市圏における広域連携に関する調査委託 3,596,400

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 平成29年度島しょの魅力再発見とブランド化の業務委託 8,618,400

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 多摩の魅力発信プロジェクトに係る企画運営業務委託 30,229,200

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費 委託料 小笠原諸島航空路開設検討に伴う運航採算性等業務委託 8,488,800

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 平成29年度島しょ地域における電気自動車普及モデル 12,506,400

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 西多摩新聞の購入 9,864

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 島しょブランド化に係るアイコン商標登録出願委託 356,906

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（地方公務員関係法令実例判例集外７件） 122,515

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区事務処理特例交付金の清算に伴う追給 192,664,983

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 役務費 平成29年度自動車任意保険契約に係る精算代金の支出 16,130

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 地方行政外定期刊行物の購入に係る経費の支出 51,516

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区都市計画交付金の支出について 16,801,603,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩の魅力発信支援補助金の支出について 44,314,000

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入（市町村事務要覧　執行機関編外８件） 279,396

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成30年５月請求　29年度分） 12,954

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 国税速報の支払に伴う前渡金の支出 24,640

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 委託料 住民基本台帳ネットワークシステムのFW等設定委託 2,698,650

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 需用費 一般需用費 日経グローカルの購入 90,720

総務局 行政部 振興企画課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 264,474

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 自主防災組織活性化サポートガイド作成調査委託 3,780,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 災害対策車のリース料の継続支払について(平成29年度) 68,775
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 都庁防災センター等（29）電気設備改修工事 42,678,128

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 都庁防災センター等（29）空調設備改修工事 26,929,189

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 業務用ＭＣＡ無線機（29）の借入れ（現地機動班用） 362,556

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの賃借（夜間防災連絡室） 18,792

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 業務用ＭＣＡ無線機の利用について（現地機動班用） 41,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 東京都防災行政無線設備単一系(29)増局工事 29,227,068

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写伝票の作成 88,560

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 平成29年度版　消防年報の印刷 243,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「平成２８年東京都の災害」の印刷 285,768

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 災害対策資器材の搬出搬入委託 1,263,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 廃棄物の収集運搬・処分委託 51,840

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 廃棄物の収集運搬・処分委託 12,960

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 (29)総務省消防庁一斉受令端末移設工事 657,720

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 被災者生活再建支援業務研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発（情報処理） 9,454,545

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 宿泊施設の借上げに係る経費の支出について 536,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金(気象庁無線局)の支出 115,138

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)に伴う経費の支出 101,042

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う経費の支出 261,597

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 ５月分  公共料金支払 187,232

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 ５月分  公共料金支払 426,651

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 187,232

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 61,447

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 395,651

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 192,240

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 35,532

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,911

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 35,184

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,316

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 152,874
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,756

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 128,581

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,778

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,568,780

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度水上ルートの活用に係る検討支援業務委託 5,940,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 「女性視点の防災ブック」に係るコールセンター業務 2,746,440

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 「東京防災」アプリの制作等業務委託 19,440,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 災害対応力発信のためのＰＲ映像作成に向けた調査委託 2,192,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都災害情報システム改修業務委託 64,087,200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 都防災無線設備(29)島しょ多重系保守委託(10～3月分） 6,717,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

市町村消防団用防火衣整備費補助金の支出（八王子市外 23,235,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（消防訓練所） 13,288

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 都庁防災センター等（29）給水衛生設備改修工事 16,517,871

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その２）に伴う経費の支 27,756

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その３）に伴う経費の支 6,804

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 携帯用コンピュータの借入れ（その１）に伴う経費の支 8,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 液晶プロジェクターの賃借に伴う経費の支出について 17,955

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 東京新聞の購読に伴う経費の支出について 10,029

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 防災カメラ施設名称表示システム機器(29)の借入れ 407,808

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 29年度アイランドセミナー等実施・運営業務委託 6,156,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業の補助金に係る支出 6,165,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

東京都消防施設整備費補助金の支出 15,366,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金（上池袋無線中継所３月分）の支出 25,195

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 「女性視点の防災ブック」在庫管理等作業委託(3月分) 5,718,945

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

東京都防災行政無線局設置における工事費用の支出 1,293,840

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(海上自衛隊無線局3月分)の支出 1,344

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(東部方面総監部)の支出１～３月分 28,444

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

H29年度電気使用料負担金の支出(東京税関) 186,154

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 電話料金(ｲﾘｼﾞｳﾑ衛星携帯電話使用料)の支出（3月分） 70,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月07日 一般会計 諸支出金 諸費 過誤納還付金
償還金利子及割引
料

過年度購入分の燃料売払いに係る払い戻し（公営３局） 101,890

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都防災ホームページのコンテンツ作成作業等委託 2,449,440

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 大規模災害発生時における緊急輸送ルート検討委託 3,337,200
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 平成30年度第１回調整会議に係る会議室使用料の支出 108,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 ETC利用料の継続支払について（3月分） 26,840

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度総合防災訓練実施に係る会場設営業務委託 112,320,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 伊豆諸島火山ハザードマップ等作成支援委託 20,304,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 消防団員教育訓練必携及び平成３０年度消防職員・消防 797,234

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

市町村消防団用防火衣整備費補助金の支出（日野市外 14,995,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 10,401,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(日の出町無線中継所)の支出(３月) 6,858

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時給油所地下タンク備蓄補助金 237,970

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費（交通局） 411,228

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都防災行政無線設備(29)多摩多重系保守委託(後記) 540,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 平成29年度総合防災訓練・島しょ総合防災訓練用 838,188

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 工事請負費 東京都多摩広域防災倉庫（29）天井落下防止工事 84,512,160

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 東京都多摩広域防災倉庫（29）天井工事監理業務 1,444,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 1,158,232

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 2,890,170

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業に係る補助金の支出 16,562,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 15,720,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 立川市緑町地区施設Ⅱ期改修工事実施修正設計 3,024,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 226,457

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

H２９年度電気使用料負担金(航空自衛隊無線局)の支出 13,028

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 1,214,190

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 10,710,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 H29自主防災組織活動支援事業実施・運営業務委託 6,620,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 平成29年度総務局総合防災部什器等運搬請負 1,220,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度島しょ地域への物資等の輸送方針策定委託 13,240,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 「女性視点の防災ブック（仮称）」の印刷（その２） 6,183,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費① 887,267

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費④ 933,585

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑥ 948,194

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑯ 965,007

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 39,700,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 11,260,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 11,099,000
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 災害時物資・輸送調整業務マニュアル策定支援委託 4,320,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（その２）に係る経費の支出 12,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑦ 919,274

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑩ 885,778

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費③ 958,583

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費（大島②） 247,898

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点時強靭化緊急促進事業補助金の支出について 5,875,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 41,300

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 廃棄物収集運搬及び処分委託 345,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 役務費 廃棄物収集運搬及び処分委託 172,800

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑨ 951,165

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 シーツ外1件の借入れの継続支払 43,394

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

H29応急給水槽の建設工事費の追給 2,747,310

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費② 963,934

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託費⑤ 940,610

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑧ 967,305

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 光熱水費 平成29年度ガソリンの購入（第４四半期）の継続支払 17,406

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑬ 916,118

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑭ 911,775

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑫ 917,540

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑮ 948,294

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑲ 420,424

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費（大島①） 762,265

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度立川地域防災センター活用方法検討業務委託 4,838,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑪ 929,640

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 34,549,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費⑱ 999,677

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託経費（大家商店） 76,656

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 16,104,761

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金の支出について 6,432,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 平成29年度区市町村防災事業の現況の印刷 408,240

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 ２９東京防災学習セミナー（入門・基本）運営業務委託 25,671,600

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 大規模水害広域避難検討等支援等業務 15,768,000

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

電気使用料負担金(有明中継所３月)の支出 14,860
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総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 866,158

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費
負担金補助及交付
金

民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金の支出について 3,625,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 防災行政無線中継所維持管理車（29）の借入れ 61,344

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 女性防災ＰＲイベントに係る企画運営業務委託の実施 23,926,214

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 女性防災ＰＲイベントに係る企画運営業務委託の実施 9,013,786

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度総合防災訓練の記録DVD等制作業務委託 3,183,840

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度島しょ訓練記録DVD等制作業務委託 2,302,560

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 災害情報ｼｽﾃﾑ等ﾈｯﾄﾜｰｸ機器(島しょ部)の借入(再ﾘｰｽ)29 398,304

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成29年度防災訓練アドバイザー派遣業務委託 5,972,400

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（その１）に伴う経費の支出 28,272

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 特別旅費 近接地外旅費の追給について（その２） 1,100

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の追給について（その２） 1,100

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の追給について（その２） 14,300

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 委託料 平成２９年度車両用燃料の保管委託費⑰ 822,989

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成29年度分定日払旅費の支出（平成30年5月集計分） 6,461

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 平成29年度分定日払旅費の支出（平成30年5月集計分） 200

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（システム外・平成30年５月集計分） 2,202

総務局 総合防災部 防災管理課 平成30年05月31日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（業務要員・平成29年度分） 33,294

総務局 統計部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 26,782

総務局 統計部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 8,988

総務局 統計部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 統計費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出(総務省派遣職員　平成30年３月分) 545

総務局 統計部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 統計費 商工統計費 委託料 平成29年度工業統計調査に係る電子計算処理委託 6,280,545

総務局 統計部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 平成27年国勢調査地方集計に係る報告書の印刷 1,577,448

総務局 統計部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 ｢くらしと統計2018」のﾃﾞｻﾞｲﾝ･原稿作成及び印刷 1,598,400

総務局 統計部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 統計費 管理費 委託料 ｢くらしと統計2018」のﾃﾞｻﾞｲﾝ･原稿作成及び印刷 3,240

総務局 統計部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)に係る経費の支出（1月～3月分） 30,652

総務局 統計部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 統計費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約)に係る経費の支出(1～3月分) 784

総務局 統計部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 統計費 人口統計費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約)に係る経費の支出(1～3月分) 110

総務局 統計部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 統計費 経済統計費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入(単価契約)に係る経費の支出(1～3月分) 850

総務局 人権部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費
負担金補助及交付
金

犯罪被害者等支援業務に関する経費の支出(第4四半期) 6,654,763

総務局 人権部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 委託料 東京都人権プラザ西側仮囲設置工事実施設計委託 993,600

総務局 人権部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入（単価契約）の支出について 587

総務局 人権部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）の支出について 22,278

総務局 人権部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616
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総務局 人権部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人権対策費 需用費 一般需用費 人権啓発冊子「明るい社会をめざして　解説編」の印刷 879,120

総務局 人権部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 人権啓発冊子「明るい社会をめざして　解説編」の印刷 320,079

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバー機器等の借入れに係る経費の支出 194,400

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 裁断機の借入れに係る経費の支出 45,360

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 平成29年度都内避難者アンケート調査業務委託 1,857,600

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,377

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,322

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 委託料 SaaS型グループウェア運用環境提供委託 401,760

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 被災地の地方新聞の購読（その１） 217,843

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「しんぶん赤旗」の購読（復興支援対策部） 41,964

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)に係る経費の支出 18,702

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(その２・単価契約)に係る経費の支出 22,105

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東日本大震災に伴う被災自治体への車両譲渡 481,680

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の請求について(業務報告等) 10,040

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「東日本大震災等における活動報告書」ﾃﾞｻﾞｲﾝ印刷委託 2,430,000

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 「公明新聞」の購読（復興支援対策部） 22,644

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（確定払）[岩手県・宮城県事務所 3月分] 274,960

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（確定払）〔福島県事務所３月分〕 65,157

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（３月分） 12,231

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 放射線測定器(ポケット線量計)点検校正委託(12月分) 36,936

総務局 復興支援対策部 被災地支援課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 放射線測定器(ポケット線量計)点検校正委託(2月分) 36,936

総務局 公文書館 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 使用料及賃借料 ＦＡＸの借入（再ﾘｰｽ）に係る支出（第４四半期分） 11,178

総務局 公文書館 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 828

総務局 公文書館 平成30年05月02日 一般会計 総務費 総務管理費 総務管理費 需用費 一般需用費 『都史資料集成Ⅱ』第７巻の印刷 1,870,560

総務局 公文書館 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 『都史資料集成Ⅱ』第７巻の印刷 491,022

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 三浦漁港海岸砂除去委託 263,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 神津島空港柱上負荷開閉器修繕 118,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 一般需用費 消防車の修繕（品川800す440） 476,010

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 大島支庁電話料の支出（平成30年4月請求分） 102,111

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 大島支庁電話料の支出（増設分）（3月分） 13,008

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 完了払：林道等維持管理委託（単価契約）－新島－ 999,064

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 補償補填及賠償金 物件移転補償額の支出（支障物件移設） 386,208

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,557

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,493
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,118

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,126

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,493

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 39,649

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,261

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,216

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,486

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,680

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,486

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,486

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,308

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,709

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,936

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,734

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,939

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 83

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 134

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 95

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 737

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 30

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

役務費 ５月分  公共料金支払 222

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 128

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 園地清掃管理委託(大島町)1～3月分 940,159

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 園地清掃管理委託(神津島村)1～3月分 680,136

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌1点の購入 23,300

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌1点の購入 6,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 雑誌1点の購入 7,776

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 新聞1点の購入 64,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 113,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 133,800

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 38,280
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 38,280

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 113,544

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 133,704

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 50,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌3点の購入 38,256

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌1点の購入 14,808

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 雑誌1点の購入 43,692

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（福祉）1～3月分 47,952

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 完了払：不重治山事業測量設計委託 5,049,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 既済部分払：大島キョン防除委託(市街地周辺地域)４回 7,178,879

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 委託料 完了払：阿土山林道測量設計委託 2,268,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 完了払：街路樹診断委託（29大） 3,036,420

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 完了払：道路施設整備工事(29大の1)照明整備改修 5,553,360

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：阿土山林道災害復旧工事 16,440,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：高嶺林地荒廃復旧工事 12,196,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：長浜治山施設災害復旧工事 1,871,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：新島山（その２）林地荒廃復旧工事 15,620,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：羽伏浦治山施設災害復旧工事 4,552,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都区市町村農業委員会交付金(新島村) 738,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：神戸山林地荒廃復旧緊急工事 5,724,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 完了払：道路台帳補正測量（29大島の1） 1,398,640

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了払：新島港船客待合所消防設備点検委託 78,408

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 完了払：和亜田沢維持工事に伴うブロック製作工事 9,808,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路清掃委託（その８） 2,950,560

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 既済部分払:大島キョン防除委託（捕獲ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）４回 2,941,488

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 平成29年度神津島空港給油設備保守点検委託 464,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 完了払：乗合自動車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）の購入(海のふるさと村) 5,512,610

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：道路維持工事（単価契約）-新島-（その２） 2,742,843

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路維持工事（単価契約）-新島-（その２） 1,399,162

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 完了払：河川等維持工事(単価契約)-大島-(その2) 1,489,104

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 完了払：河川等維持工事(単価契約)-大島-(その2) 1,494,593

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：街灯保守委託（単価契約）-神津島-（その２） 1,308,611

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：街灯保守委託（単価契約）-神津島-（その２） 918,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：道路維持工事(単価契約)-神津島-(その3) 2,477,829
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路維持工事(単価契約)-神津島-(その3) 1,339,162

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：道路維持工事(単価契約)-利島-(その２) 458,597

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン防除委託(単価契約)北部地区　その２第4回 5,577,573

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

島しょ地区松林保護緊急整備事業補助金(大島町) 1,262,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ロップイヤー外1点の購入 98,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 ステンレスゲージの購入 160,660

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 大島支庁LAN増設工事 176,688

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　3月分 8,140

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　3月分 8,350

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 新島港湾・漁港・空港施設水道料　3月分 6,040

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：新島･式根島自然公園設備維持工事(単価契約) 71,247

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：新島･式根島自然公園設備維持工事(単価契約) 489,035

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 基準該当訪問介護費支出(平成29年4月～平成30年3月分) 36,941

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：平成29年度 平成新島トンネル設備点検委託 1,728,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：29秋の浜トンネル設備及び道路情報板点検委託 1,652,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

エダシャク類防除等事業補助金（利島村・トビモン） 1,994,941

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：佐久川1号砂防堰堤に伴う補足設計 4,240,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都地域特産化の推進費補助金（新島・農協） 695,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島キョン防除委託（防除C） 51,840,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 完了払：路面補修工事に伴う測量(29大の1)及び設計 2,221,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都新規就農者確保事業費補助金（新島村） 3,000,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都地域農政推進対策事業費補助金（大島町) 394,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 完了払：間々下海岸維持工事 2,450,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止調査に伴う草刈委託(与種) 8,964,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 完了払：神津沢維持工事 1,242,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：神戸山林道災害復旧工事 5,979,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都区市町村農業委員会交付金（利島村) 930,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都区市町村農業委員会交付金（神津島村) 825,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止対策調査 草刈委託(その2) 26,600,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：街灯保守委託(単価契約)-大島・利島-(その2) 2,974,682

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：街灯保守委託(単価契約)-大島・利島-(その2) 985,383

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：街灯保守委託(単契)-新島・式根島-（その2） 1,845,666

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：街灯保守委託(単契)-新島・式根島-（その2） 587,822

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 多幸湾公園管理に係る委託料支出(第4四半期分) 6,339,750
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：神津島自然公園施設維持工事(単価契約) 443,923

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：神津島自然公園施設維持工事(単価契約) 1,095,498

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 工事請負費 完了払：天上山林道災害復旧工事 7,560,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

島しょ地区松林保護緊急整備事業補助金(新島村) 3,213,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

島しょ地区松林保護緊急整備事業補助金(神津島村) 3,213,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都区市町村農業委員会交付金(大島町) 1,276,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費
負担金補助及交付
金

29年度林道整備事業補助金（利島村） 4,601,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの購入（単契）大島空港その2 7,300

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 完了払：林道等維持管理委託（単価契約）－神津島－ 1,865,602

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路巡回点検委託(29大)-利島- 1,044,360

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

島しょ農作物獣害防止緊急対策事業費補助金(大島町) 29,250,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都地域特産化の推進費補助金 （利島） 79,211,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都地域特産化の推進費補助金（新島・ショベル） 2,122,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都地域特産化の推進費補助金 (新島・ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞﾒﾃﾙ) 9,444,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29ストップ遊休農地再生事業費補助金(新島村) 1,092,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護措置費の3月分追給について 14,364

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 完了払：道路維持工事(単価契約)-大島-(その２) 9,516,981

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 完了払：道路維持工事(単価契約)-大島-(その２) 3,665,500

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 完了払：道路維持工事(単価契約)-大島-(その２) 404,784

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 既済部分払：大島キョン防除柵設置工事(単価契約）3回 26,140,840

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29東京都地域特産化の推進費補助金の交付決定（利島） 31,800,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン防除委託(単価契約)南部地区　その２ 6,504,605

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン誘導柵設置工事（単価契約）11回 1,117,692

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 完了払：建設副産物情報交換システムの利用契約 32,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29東京都地域農政推進対策事業費補助金(神津島) 200,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：新島羽伏浦野営場施設改修工事施工監理委託 1,004,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了払：29年度神津島空港予備自家発電設備点検委託 650,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29年度東京都地域農政推進対策事業費補助金(新島村) 150,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 完了払：平成29年度羽伏漁港照明設備緊急改修工事 962,064

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園建物維持工事（単価契約） 1,905,286

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 備品購入費 ウェポンスコープの購入 313,200

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 安全帯外２品目の購入 105,300

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 完了払：平成29年度羽伏浦海岸深浅測量 1,668,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島公園動物園施設改修工事 2,925,207
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島公園動物園施設改修工事 1,502,793

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島公園水源給水設備他保守点検委託 972,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島公園椿園管理委託 30,300,480

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

島しょ農作物獣害防止緊急対策事業費補助金(新島村) 18,721,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

島しょ漁業振興施設整備事業費補助金（神津島・燃油） 155,355,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

島しょ漁業振興施設整備事業費補助金（新島・施設） 7,938,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島公園海のふるさと村管理に要する費用 第4四半期分 12,783,250

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止工事に伴う地質調査(与種) 5,319,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止工事に伴う測量(与種地区) 1,643,600

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止対策工事に伴う設計(与種) 6,156,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島仲の原園地四阿設置工事施工監理委託 749,999

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 前払金：間々下海岸防災工事（その５） 12,100,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 完了払：地鉈治山事業測量設計委託 4,050,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度土木補助事業(道路)補助金の支出(新島村) 39,424,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：新島羽伏浦野営場施設改修工事 19,789,966

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：新島羽伏浦野営場施設改修工事 3,990,314

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園給水設備工事（単価契約）その2 794,560

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了払：神津島空港ほか1ヶ所消防用設備点検委託 64,644

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 完了払：神津島空港ほか1ヶ所消防用設備点検委託 90,876

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

島しょ漁業振興施設整備事業費補助金（利島） 21,870,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 完了払：路面補修工事（29大の6） 23,902,160

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 完了払：神津島出張所車庫棟ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修工事 3,672,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 完了払：急傾斜地崩壊防止工事に伴う健全度調査(宮原) 5,508,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大島キョン防除委託（防除Ａ) 42,692,400

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島仲の原園地四阿設置工事 15,086,632

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島仲の原園地四阿設置工事 3,335,688

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園給水設備維持工事(単価契約) 1,997,217

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園電気設備維持工事(単価契約) 1,856,724

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 水道料の支出(大島7園地)平成30年5月分 26,797

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 水道料の支出(長根浜倉庫)平成30年5月分 1,166

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(29年3月分) 93,290

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(29年3月分) 8,130

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 大島港湾・漁港・空港施設水道料の支出(29年3月分) 132,634

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（新島・神津島）1～3月分 95,904
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総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 完了払：大島自然公園施設工事（単価契約）その２ 1,526,256

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 完了払：大島自然公園施設工事（単価契約）その２ 486,756

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 大島支庁水道料の支出　3月分 47,634

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 神津島空港産業廃棄物収集運搬及び処理委託 28,350

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 神津島空港産業廃棄物収集運搬及び処理委託 53,865

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業用地管理(単価契約)-神津島-　７月分 426,703

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 砂防海岸事業に伴う管理工事（単価契約）1～3月分 2,207,555

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 砂防海岸事業に伴う管理工事（単価契約）1～3月分 2,541,946

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

H29年土木補助事業補助金の支出(大島町・河川) 15,000,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

H29年土木補助事業補助金の支出(大島町・道路) 98,127,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

H29年土木補助事業(道路)補助金の支出(神津島村) 33,992,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 完了払：七軒町急傾斜地崩壊防止維持委託(緊急施工) 7,020,000

総務局 大島支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 扶助費 29特障・障害児・福祉手当支給（8～10月分） 80,430

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（29三宅の３）の支出（完了払） 14,867,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29三宅の2)排水施設改修(その2)支出 1,537,920

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 旅費 普通旅費 近接地外旅費の支出（確定払） 33,906

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,590

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,323

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,947

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,247

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,643

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,696

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,010

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,334

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,010

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,073

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,010
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,334

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 44

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費 扶助費 生活保護法による扶助費の支出(紙おむつ・医療移送費) 8,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 三宅島緑地保護管理委託 22,047,131

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度浄化槽保守点検業務委託（３月分） 1,168,115

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 一般需用費 平成30年度新聞(南海タイムス)の買入れ(10月～3月分） 15,552

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 御蔵島道路災害防除工事（29三宅の２）支出（完了払） 39,064,674

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 御蔵島道路災害防除工事（29三宅の２）支出（完了払） 22,016,639

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 御蔵島道路災害防除工事（29三宅の２）支出（完了払） 33,197,087

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 御蔵島道路災害防除工事に伴う測量及び設計の支出（完 10,476,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 建設機械の特定自主検査の実施 56,745

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 建設機械の特定自主検査の実施 50,837

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 報償費 平成29年度「三宅支庁産業医」報償費の支出（3月分） 54,004

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ（御蔵島）に係る代金(3月分) 2,120

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 光熱水費 燃料ガスの買入れ(教職員御蔵住宅)(3月分) 5,440

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 東京都三宅支庁職員住宅洗面化粧台改修工事 6,829,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 阿古海岸災害復旧工事に伴う調査設計（緊急施行） 17,172,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29三宅島地内園地の維持管理に係る経費の支出 7,678,910

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港排水施設復旧及びその他緊急工事 7,365,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度御蔵島港岸壁(-7.5ｍ)上部工復旧及びその他 3,931,200

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 172

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 インターネットの契約(御蔵島・プロバイダ)3月分 1,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 インターネットの契約(三宅島・プロバイダ)3月分 1,296

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 インターネットの契約（御蔵住宅・プロバイダ）3月分 2,214

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 第二庁舎改修空調その他設備工事工事監理業務委託 2,124,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 平成29年度　電話料の支出（レスナビ端末）3月分 7,562

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 平成29年度　電話料の支出（御蔵教職住宅）3月分 4,745

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 東京都三宅支庁(29)職員住宅建具他改修工事（完了払） 15,935,600

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 三宅島自然公園維持工事（単価契約） 2,756,356

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 三宅島街路樹維持工事（単価契約） 4,994,946

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業補助金(繰越分)の支出 9,188,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 東京都三宅支庁職員住宅床改修工事 2,001,542

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（都市計画道路以外）〔 15,859,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 東京都三宅支庁(29)第二庁舎改修空調その他設備工事 19,706,028
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総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 産業廃棄物の運搬委託（内地） 85,050

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 産業廃棄物の運搬委託（海路） 147,852

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物の処分委託 190,512

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（３月分） 1,000

総務局 三宅支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（３月分） 400

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 電話料金の支払（横間情報板外５件）　３月分 10,321

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 電話料金の支払（八丈植物公園外２件）３月分 13,066

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の支払　３月分 7,562

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,622

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,004

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,632

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,106

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 31

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 工事請負費 富士環状林道改良工事 6,927,015

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 東電支障移設（道路改修工事(八－大賀郷)） 1,615,708

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 気象観測装置の電気料金の費用負担について（青ヶ島） 8,520

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度島しょ漁業振興施設整備事業費補助金 433,860,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 八丈植物公園温室改修工事（完了払） 16,658,840

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 大賀郷園地整備工事 19,523,600

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 八丈ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ映像設備保守点検委託 1,933,200

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 八丈支庁舎空調用自動制御装置保守点検委託 2,106,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

東京都島しょ農作物獣害防止緊急対策事業費補助金 15,000,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助事業（都計道以外）支払い 173,743,000

総務局 八丈支庁 総務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成28年度市町村土木補助（道路）補助金繰越支出 15,532,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路排水ポンプ設備保守点検委託（29父の１） 1,080,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路清掃委託（29父の１） 6,998,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 聟島列島植生回復調査委託 19,983,240

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 道路概略補足設計（父－行文線の１） 12,505,320

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 ２９父島漁業無線局無線機定期保守点検委託 1,300,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 平成29年度母島農道１号線補修工事 12,201,840

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事（その２） 4,292,538

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事（その２） 3,724,902

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事（その２） 2,221,076
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園園地整備工事（その２） 2,251,924

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 父島植生回復調査委託 31,351,320

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度弟島植生回復調査委託 4,960,440

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29父の１)及び道路災害防除工事 13,842,960

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 路面補修工事(29父の１)及び道路災害防除工事 9,639,080

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 H29営農研第二圃場鉄骨ラスハウス解体工事（その２） 3,672,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 父島園地等維持工事 3,456,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支払（３月分） 62,875

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 需用費 光熱水費 水道料金の継続支払いについて（3月分） 97,776

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払　３月分 2,862

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払　３月分 19,461

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払　３月分 12,981

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 光熱水費 上下水道料金の継続支払　３月分 26,298

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 委託料 小笠原返還50周年イベント広報用デザイン等の作製委託 927,612

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 H29農業基盤施設維持管理工事（父：単契）第4回支払 1,013,472

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託（年間管理）29父の１ 8,694,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 6,177,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 平成29年度農基施設維持管理工事（母島：単契）その２ 2,794,392

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 使用料及賃借料 電話設備の借入れ（29年12月～30年3月分） 6,372

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,236

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ５月分  公共料金支払 55,572

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,521

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,020

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,324

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,870

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原住宅補修工事（単価契約）その３ 8,693,136

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 需用費 一般需用費 営農研修所電源引込柱修繕（その２） 496,800

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 派遣職員の特別旅費の支出について（２月分） 29,290

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 Ｈ29農基施設維持管理工事(父島：単契)その3第2回支払 288,900

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

小笠原諸島生産物貨物運賃補助金(29年度第４四半期分) 2,047,711

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話料金の継続支払（3月分） 7,562
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 ｲﾘｼﾞｳﾑﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ通信料（３月分）の資金前渡及び精算 9,992

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 イリジウムサービス利用料金の資金前渡および精算 5,827

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 イリジウムサービス利用料金の資金前渡および精算 10,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 南島植生回復調査委託 7,177,680

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 南島自然環境調査委託 5,189,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 小笠原河川整備費 委託料 北袋沢地区第一沢砂防補足設計（その２） 4,804,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路施設等詳細設計（２９父―宮之浜道） 5,916,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度父島列島外来植物駆除作業委託 19,980,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路施設定期点検調査委託（29小笠原の２） 5,205,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原清瀬アパート５号棟ほか外壁等改修工 15,749,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 小笠原道路整備費 委託料 道路詳細設計（父－吹上谷の４）及び道路施設整備設計 6,109,120

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路詳細設計（父－吹上谷の４）及び道路施設整備設計 3,466,480

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 工事請負費 Ｈ29営農研修所第二圃場内ケーブル付替工事（その２） 1,371,600

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成２９年度島しょ振興事業費補助金の支出 6,900,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 工事請負費 平成29年度小笠原住宅(父島)設備補修工事(単価契約) 1,930,932

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持委託（単価契約）29父の３ 3,993,243

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成２９年度沖港港湾施設等補修工事（単価契約） 101,196

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月11日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度東京都小笠原住宅使用料の公金預金口座 49,533

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 オガサワラオオコウモリ生息環境調査委託 9,482,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植栽維持委託（単価契約）29父の１ 1,828,132

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 北袋沢緑地帯施設改修基本設計（29父の1） 1,998,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 北袋沢地区における給水施設の工事に関する施行協定 26,384,133

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 南硫黄島自然環境調査委託 26,892,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園急傾斜地整備工事 2,328,424

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園急傾斜地整備工事 2,582,696

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園急傾斜地整備工事 839,616

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 公園霊園費 小笠原公園整備費 工事請負費 大神山公園急傾斜地整備工事 255,944

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 H29亜熱帯農業センター産業廃棄物海上運搬委託 1,109,538

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成２９年度二見港上屋新築及びその他工事監理等業務 585,042

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 区市町村振興費 支庁管理費 工事請負費 小笠原支庁土木課電話機設置工事 121,608

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 河川海岸費 小笠原河川整備費 補償補填及賠償金 北袋沢地区第一沢砂防事業に伴う支障物件の移設 31,820

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 H29営農研第二圃場管理棟新築工事に伴う調査設計委託 2,412,800

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29東京都地域特産化の推進費補助金の支出 1,590,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 1,500,000
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総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 母島南崎線歩道改修工事 3,673,520

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 母島南崎線歩道改修工事 2,153,016

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 母島南崎線歩道改修工事 10,831,624

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 区市町村振興費 自治振興費
負担金補助及交付
金

小笠原諸島生活物資輸送費補助金の支出（第４四半期） 13,601,467

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 H29亜熱帯農業センター産業廃棄物の運搬・処分委託 140,400

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 H29亜熱帯農業センター産業廃棄物の運搬・処分委託 228,960

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 役務費 H29亜熱帯農業ｾﾝﾀｰ車両系産業廃棄物の運搬・処分委託 54,000

総務局 小笠原支庁 総務課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 委託料 H29亜熱帯農業ｾﾝﾀｰ車両系産業廃棄物の運搬・処分委託 218,160

財務局 経理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払について(3月分 774,841

財務局 経理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 29年度公報特定調達公告版翻訳代金支出(１～３月分) 16,200

財務局 経理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 判例情報等検索サービス及び法解説情報等検索サービス 171,072

財務局 経理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 物価資料の購読 19,560

財務局 経理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 57,285

財務局 経理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成27年度その２）30年3月分 97,200

財務局 経理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 乗用自動車の借入れ（平成29年度その１）30年3月分 118,800

財務局 経理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（経理部）３月分 43,180

財務局 経理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 官報外１点の購読 49,908

財務局 経理部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「日経アーキテクチュア」外１点の購読 46,600

財務局 経理部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 有料道路通行料（ETCカード分）の支出（30年3月分） 605,940

財務局 経理部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 財務局庁有乗用自動車運行管理業務委託(30年3月分) 11,071,080

財務局 経理部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 財務局庁有乗用自動車運行管理委託立替金(30年3月分) 299,040

財務局 経理部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 29年度公報特定調達公告版印刷代金支出（３月分） 196,637

財務局 主計部 議案課 平成30年05月01日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 委託料 平成29年度公債管理ｼｽﾃﾑの運用支援業務委託(10～3月) 1,106,238

財務局 主計部 議案課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 「公明新聞」の購読 22,644

財務局 主計部 議案課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ使用料金の支払い(平成29年度)(３月分) 368,201

財務局 主計部 議案課 平成30年05月07日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ使用料金の支払い(平成29年度)(３月分) 91,933

財務局 主計部 議案課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 旅費 普通旅費 確定払い旅費（平成３０年３月分）区研修生 330

財務局 主計部 議案課 平成30年05月15日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 3,535,344,019

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金 特別会計繰出金 繰出金 特別会計繰出金の支出について 1,701,742,623

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 4,400,000,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 6,000,000,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 1,380,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 3,065,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 5,734,382,000
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財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 3,265,000,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金 特別会計繰出金 繰出金 特別会計繰出金の支出について 6,810,000

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

負担金補助及交付
金

公営企業会計支出金の支出について 1,161,010,811

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 諸支出金 他会計支出金
公営企業会計支出
金

投資及出資金 公営企業会計支出金の支出について 2,108,730,440

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ(概算契約)（１～３月分） 6,391

財務局 主計部 議案課 平成30年05月18日 公債費会計 公債費 公債費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ(概算契約)（１～３月分） 7,452

財務局 主計部 議案課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 総務管理費 財務管理費 委託料 平成29年度予算計数情報システム運用支援業務等の委託 83,991,600

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 「建設物価」外２点の購読 297,420

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（３月分） 103,225

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 RIBC標準単価の電子データ版購入（単価契約） 6,923,880

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 「日経アーキテクチャ」外1点の購読 69,900

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 有料道路通行料（ETC)にかかる経費の支出（３月分） 32,190

財務局 建築保全部 工務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月追加分) 737

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その1)の支払い（3月分） 3,551,420

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その3)の支払い（3月分） 3,951,936

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その3)の支払い（3月分） 2,053,019

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その1)について（1月分） 1,162,620

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その1)について（2月分） 1,010,880

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(3月分) 112,550

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(3月分) 128,630

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎個別経費（電気・水道）(3月分) 86,190

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎蛍光灯等取替代金の支払(2・3) 4,343

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ５月分  公共料金支払 669,461

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ５月分  公共料金支払 237,768

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,951,236

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ５月分  公共料金支払 63,798

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(3月分) 1,681,425

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(3月分) 1,214,157

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費
負担金補助及交付
金

平成29年度飯田橋庁舎管理協定清掃・保守管理(3月分) 2,006,980

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂建物清掃委託について（3月分） 6,336,370

財務局 建築保全部 庁舎管理課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その1)について 984,960

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁舎(29)鋼製建具金物等改修工事 90,374,680

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎昇降機保守委託（その１)(1～3月分) 496,800

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎行事案内表示盤の借入れ（３月分） 696,546
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財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎ほか電力監視制御装置保守委託 9,352,800

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎無停電電源装置保守委託その２ 2,700,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎空冷チリングユニット保守委託 5,492,880

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎非常用発電設備保守委託 9,504,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎(29)鋼製建具金物等改修工事監理業務 6,820,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 都庁第一本庁舎危険物施設修繕 8,424,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 1・2庁舎改修に伴う移転PM業務委託(ｿﾉ2)H29年度下期分 62,856,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第二本庁舎(25)電気設備改修工事 777,083,077

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎無停電電源装置保守委託 1,630,800

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂非常用発電設備保守委託 2,952,720

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎(28)非常用発電設備改修工事監理業務 7,090,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎(28)10号・11号街路下仕上げ改修工事監理業務 3,333,200

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 需用費 一般需用費 東京都議会議事堂地下１階高圧電気室設備修繕 847,800

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁舎(29)ﾛｰﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝその他改修工事その2(単契)(ｿﾉ2) 490,860

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂電力監視制御装置保守委託 4,899,960

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第二本庁舎(25)改修工事 1,164,670,026

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第二本庁舎(25)空調設備改修工事 1,693,645,400

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎図面管理ｼｽﾃﾑ機器の借入れ(その2)(再ﾘｰｽ)3月分 17,928

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都庁舎の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供業務委託(その2) 1,771,084

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎総合施設設備管理業務委託(3月分) 45,158,364

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 東京都議会議事堂総合施設設備管理業務委託(3月分) 11,284,650

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎総合施設設備管理業務委託(3月分) 20,814,231

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎図面管理システム運用支援業務委託(10～3月分) 544,320

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 平成29年度　都庁第一・第二本庁舎什器等運搬請負 64,692,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎(29)BA-LAN更新工事実施設計 5,360,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎ほか電力量監視装置保守委託 7,495,200

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第一本庁舎(25)改修工事監理業務 30,056,915

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁舎統合ＢＡ運用支援業務委託 12,960,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 委託料 都庁第二本庁舎(25)改修工事監理業務 31,863,086

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁舎(28)10号・11号街路下仕上げ改修工事 300,504,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第一本庁舎(25)改修工事 761,772,000

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 使用料及賃借料 都庁舎BA-LAN機器等の借入れ(平成29年度再リース) 3,571,452

財務局 建築保全部 庁舎整備課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 工事請負費 都庁第一本庁舎(25)電気設備改修工事 574,730,217

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 建築保全費 営繕費 役務費 ５月分  公共料金支払 49,926
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局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

財務局 建築保全部 オリパラ施設整備課 平成30年05月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 大井ﾎｯｹｰ競技場(仮称)(29)新築及び改修その他空調設備 37,900,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ(28)ﾎｰﾙA、Bｴｽｶﾚｰﾀ設備改修工事 453,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 多摩南部地域病院(29外壁・屋上等改修工事監理業務 3,568,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 工事請負費 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園(29)硬式野球場増築昇降機設備工事 7,200,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京辰巳国際水泳場(29)改修工事実施設計 30,780,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京体育館(29)改修工事実施設計 93,999,720

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際フォーラム(28)改修工事 509,937,200

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 都立萩山実務学校(29)ｻｰﾋﾞｽ棟その他改築工事監理業務 2,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際展示場(28)増築工事 4,957,200,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月09日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京都多摩障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(29)改修工事監理業務 9,500,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 立川駅南口東京都・立川市合同施設(仮称)(28)新築工事 65,860,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 工事請負費 東京都多摩障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(29)改修電気設備工事 173,600,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都石神井学園(28)児童棟B・C棟改築工事 92,182,720

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 東京都現代美術館(28)改修工事 463,300,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月14日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場(29)硬式野球場増築・改修 8,200,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 都立府中療育センター(28)改築工事監理業務 19,968,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 都立萩山実務学校(29)ｻｰﾋﾞｽ棟その他改築電気設備工事 24,700,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都石神井学園(28)児童棟B・C棟改築工事監理業務 10,396,000

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京国際フォーラム(29)改修工事監理業務 1,270,080

財務局 建築保全部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京国際フォーラム(28)改修工事監理業務 28,736,840

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立東村山高等学校(29)改築工事 360,000,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立七生特別支援学校(29)改築及び改修工事監理業務 28,800,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立矢口特別支援学校(28)改築工事実施設計 84,760,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立松原高等学校ほか3校(29)太陽光発電設備工事 77,149,800

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立府中高等学校(29)改築工事地盤調査 1,344,640

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立竹台高等学校(28)改築工事実施設計 77,160,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 島しょ保健所大島出張所神津島支所(28)改修工事監理 4,688,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 南花畑学園特別支援学校(仮称)(27)改築工事監理業務 33,480,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立小金井特別支援学校(27)改築工事監理業務 34,524,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立南葛飾高等学校(29)グラウンド改修工事監理業務 6,912,000

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立南葛飾高等学校(29)グラウンド改修電気設備工事 2,740,400

財務局 建築保全部 施設整備第二課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立松原高等学校ほか3校(29)太陽光発電設備工事監理 1,836,000

財務局 財産運用部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 使用料及賃借料 平成29年度有料道路通行料ETCカード分の支出について 20,830

財務局 財産運用部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費 委託料 平成29年度土地ﾊﾞﾝｸ電算ｼｽﾃﾑ運用支援業務委託分割支払 1,160,946
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公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

財務局 財産運用部 活用促進課 平成30年05月01日 一般会計 諸支出金 財産費 財産運用費
負担金補助及交付
金

協定に定める処理費用の支出について 795,830,400

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給(30年4月確認) 89,980

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給(30年4月確認) 3,420

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給(30年4月確認) 2,083

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「建設物価」外1点の買入れ 57,840

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 67,428

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 813,672

環境局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,753

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 カラー印刷機の借入れ（３月分） 24,796

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 平成29年度水素エネルギーの普及啓発HP等運用管理委託 3,196,800

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 平成29年度環境局公式HPリニューアルに係る業務委託 20,502,180

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度「人権同和問題科(埋管)」の支出 36,720

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度弁護士による法律研修の第4四半期の支出 42,112

環境局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 ホームページ運用・管理委託の経費の支出 1,109,592

環境局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 自治体情報システム強靭化調査委託（その１） 1,273,290

環境局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 自治体情報システム強靭化調査委託（その１） 2,254,800

環境局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 自治体情報システム強靭化調査委託（その１） 575,910

環境局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 平成29年度環境局情報セキュリティ外部監査業務委託 2,689,200

環境局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部派遣職員に係る旅費の支給(3月分) 660

環境局 総務部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細器及び収納ボックスの借入れの支出 5,728

環境局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 報償費 平成29年度弁護士による法律研修第4四半期追加の支出 12,032

環境局 総務部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度環境局長に係る旅費の支給（29.11-30.03） 200

環境局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「月刊　地域と人権」外2点の買入れ 33,888

環境局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 平成29年度労働者派遣（秘書事務）料金の支出 193,752

環境局 総務部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度総務部職員に係る旅費の支給(30年5月確認) 1,557

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 平成29年度環境学習事業に係る業務委託 20,647,017

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境科学費 委託料 平成29年度環境学習事業に係る業務委託 867,015

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 カーボンフットプリントの試算に関する調査業務委託 9,936,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 東京都環境学習総合ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ運用及び管理業務委託 974,592

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 東京国際環境会議2018事前準備業務委託 486,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 平成29年度地域環境力活性化事業業務委託の支払 14,889,960

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 需用費 一般需用費 雑誌「環境と公害」外１点の買入れに係る費用の支払い 9,344

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費
負担金補助及交付
金

環境確保条例にかかる平成29年度市交付金(第2回) 61,061,000

環境局 総務部 環境政策課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境管理費 環境科学費 委託料 平成29年度環境科学研究所委託料の追給 11,835,626
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環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 傷病野生鳥獣の保護治療委託の支払（下半期） 1,798,200

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度｢ECO-TOPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営保守委託 918,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度外来生物等情報サイト運営保守委託 2,095,200

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 清瀬小児病院跡地移植樹木維持管理委託 1,212,840

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29森林再生事業の推進に係る委託（奥多摩）の支出 247,946,422

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29枝打ち等委託（奥多摩町）の経費の支出 182,873,910

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度「花と緑の東京募金」Webサイトの運営保守 594,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29森林再生事業の推進（日の出町）に係る経費の支出 20,456,774

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29枝打ち等委託（日の出町）の経費に係る支出 15,192,540

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29枝打ち等委託（あきる野市）の経費の支出 29,654,754

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 H29森林再生事業の推進に係る委託(あきる野市)の支出 29,793,603

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 雑誌「私たちの自然」の買入れ 5,000

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 852

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年１月分） 976

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 東京都キョン防除実施計画改定案作成業務委託支出 970,920

環境局 自然環境部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「環境緑化新聞」の買入れ 10,800

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「東京の自然公園ビジョン」の印刷　その２ 88,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 「東京の自然公園ビジョン」の印刷　その２ 469,280

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 使用料及賃借料 緑化計画書システム機器等の借入れ 12,420

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾞﾊﾞﾄ保全ﾉﾈｺ引取作業（3月分） 51,840

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 自然公園利用ガイド（西多摩版）・（南多摩版）の印刷 1,142,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 自然公園利用ガイド（西多摩版）・（南多摩版）の印刷 100,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 東京の自然公園ホームページ作成委託 15,876,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 檜原都民の森委託料（第4四半期）の支払い 30,268,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 29年度小笠原ＶＣの管理委託料の支出（第４四半期） 5,083,250

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都保全地域指定協力奨励金の支出 30,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 奥多摩都民の森委託料（第4四半期）の支払い 17,283,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都保全地域指定協力奨励金の支出 9,578,000

環境局 自然環境部 緑環境課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 高尾の森自然学校における薪ストーブの設置工事 2,376,000

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 平成29年度地下水揚水ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査・解析等業務委託 18,451,400

環境局 自然環境部 水環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境科学費 委託料 平成29年度地下水揚水ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査・解析等業務委託 798,793

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 カラー複写機の複写サービスに関する契約(3月分) 86,229

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 46,884

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 67,408
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環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 54,976

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 25,160

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 2,768

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 11,246

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 56,359

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 7,017

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 23,050

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 8,363

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 46,695

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 25,986

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 9,657

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 58,534

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 6,079

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 51,935

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 36,125

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 43,715

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 26,438

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 20,647

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（４月確認分）の支出 5,023

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（3月分） 7,854

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（概算契約）　1～3月分 3,078

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度大気中微小粒子状物質等検討会基礎調査委託 3,132,000

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度大気汚染シミュレーション解析委託 15,012,000

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 雑誌「化学物質と環境」の買入れ 20,000

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」外１点の買入れ 51,840

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 雑誌「日経Automotive」の買入れ 22,000

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（５月確認分）の支出 588

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（５月確認分）の支出 6,990

環境局 環境改善部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 普通旅費 平成２９年度　例月旅費（５月確認分）の支出 538

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 平成29年度窒素ガス外2点の買入れ（単価契約） 347,760

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 グリッドブラスト板の買入れ 298,900

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 新聞「日本印刷新聞」の買入れ 25,920

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 旅費 特別旅費 VOC対策アドバイザーの派遣に伴う経費の支出 5,980

環境局 環境改善部 化学物質対策課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 報償費 VOC対策アドバイザーの派遣に伴う経費の支出 168,284
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環境局 環境改善部 環境保安課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 新聞「空調タイムス」の買入れ 19,440

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（多摩部）3月分 3,895,290

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度航空機騒音データ確定分析委託 12,312,000

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

首都大航空騒音固定測定局の光熱水費（1月から3月分） 1,945

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 37,821

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,072

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,800

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560
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環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,350

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,971

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 178,956

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860
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環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,288

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（東部）3月分 3,782,268

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 大気環境常時監視測定局保守点検委託（西部）　3月分 4,067,928

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 鉄道騒音振動測定調査委託 7,776,000

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 緊急時連絡用同報ﾌｧｯｸｽｼｽﾃﾑの移設及び調整委託 1,782,000

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

青梅市東青梅測定局光熱水費の支出（平成29年度） 180,905

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

文京区本駒込一般局の光熱水費の継続払(３月分) 14,938

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

昭島市航空機騒音測定装置光熱水費の支出(29年度分） 7,695

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

中野区若宮一般局の光熱水費の継続払(３月分) 15,812

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 光熱水費 檜原大気測定所の水道料金の支出(3月分) 2,527

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

連雀通り下連雀測定局光熱水費の支出（平成29年度） 60

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

小平市小川町測定局光熱水費の支出（平成29年度） 150,227
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環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

立川飛行場騒音調査電気代の支出（大学共同） 13,911

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 雑誌「日本音響学会誌」の買入れ 19,440

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

品川区豊町測定局の光熱水費の支出（平成29年度） 212,547

環境局 環境改善部 大気保全課 平成30年05月24日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

千葉県とのデータ相互提供の通信費支出（30年3月分） 4,516

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 需用費 一般需用費 「自動車登録統計情報(新車編)」外1点買入れ（３月分) 11,100

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

民営事業者に係る低公害・低燃費車導入補助金の支出 7,320,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 自動車環境管理システムの改修委託 1,069,200

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,768

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 横断幕の作成及び設置委託 106,920

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 自然公園等への充電設備設置に係る事前調査委託 248,400

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費
負担金補助及交付
金

首都高東局への電気料金（３月分） 9,221

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 委託料 平成29年度自動車環境管理計画書制度の運用業務委託 23,922,000

環境局 環境改善部 自動車環境課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 環境改善費 備品購入費 車速計の買入れ 200

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 災害廃棄物処理対策マニュアル等に関する調査業務委託 16,200,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 委託料 平成29年度スーパーエコタウン施設見学案内業務委託 5,562,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 食品廃棄物の組成分析調査委託 2,916,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 役務費 東京都食品ロス削減パートナーシップ会議等の速記委託 45,900

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 役務費 東京都食品ロス削減パートナーシップ会議等の速記委託 27,540

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

モデル事業(EcoBuy)に係る負担金額の支払いについて 14,414,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 防災備蓄食品の寄贈オンラインシステムの要件抽出委託 4,644,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 カラープリンタの借入れに係る継続支払（３月分） 17,280

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 モノクロプリンタの借入れに係る継続支払（３月分） 9,288

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 使用料及賃借料 庁有車の借入れ（３月分） 36,936

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れに係る継続支払 16,092

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 使用済み物品３R支援仕組みに関する調査業務委託 9,720,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 バイオマス系廃棄物等の利用に係る基礎調査業務委託 5,810,400

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 報償費 第2回レジ袋削減に向けた意見交換会に伴う報償費支出 100,208

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 食品ロス削減呼びかけイベント設営撤去等実施業務委託 4,860,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 報償費 第1回レジ袋削減に向けた意見交換会に伴う報償費支出 154,802

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「環境新聞」の買入れ 25,920

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 需用費 光熱水費 ガソリンの買入れ（３月分） 49,222

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経エコロジー」の買入れ 27,400

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約(3月分) 29,486

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 報償費 第3回東京都食品ロス削減パートナーシップ会議報償費 114,968
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環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 報償費 第3回東京都食品ロス削減パートナーシップ会議報償費 319,663

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「都市清掃」の買入れ 8,340

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 産業廃棄物の処理委託契約について 124,200

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 産業廃棄物の処理委託契約について 11,664

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出(平成29年度) 1,992

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出(平成29年度) 388

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 役務費 電子マニフェストシステム利用に係る料金の支払い 799

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 家庭系食品ロス発生要因等調査委託 10,260,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 食品ロス削減呼びかけイベント(仮称)開催運営業務委託 4,276,800

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約(3月分) 3,240

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

モデル事業(受付センター)に係る協定の締結について 12,090,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

モデル事業(ふくのわ)に係る協定締結について 15,000,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 流通事業者等を中心とする食品返品実態調査委託 8,186,400

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

「持続可能な資源利用」モデル事業(リユースカップ) 11,683,000

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌類の買い入れ(1月～3月) 14,556

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット券の使用に係る費用の支出(3月分) 43,263

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 廃棄物費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度分の確定払いの旅費の支出（派遣職員分） 2,993

環境局 資源循環推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

食品寄贈リデュースモデルの構築・効率的な再流通事業 14,919,000

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,558

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

「持続可能な資源利用」に向けたモデル事業（コルク） 15,000,000

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

15号地汚水処理施設負担金の支出（第4四半期分） 1,036,061

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 東京23区廃棄物情報管理システム通信線移設委託 19,440

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度廃棄物処理施設整備費都補助金の支出 23,796,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,014

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,920

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ含有機器保管等ﾌｫﾛｰ調査委託支出 8,208,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 報告公表制度等サイトに係る管理運用委託支出 3,383,617

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 報告公表制度等サイトに係る管理運用委託支出 2,556,383

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 東京都微量PCB廃棄物処理支援事業委託支出 11,256,810

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度PCB廃棄物等に係る届出・処理促進委託支出 972,000

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 報告公表制度等に係る問合せ対応等委託支出 4,773,600

環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成２９年度高濃度PCB廃棄物収集運搬支援委託支出 8,910,520

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 29年度都における 終エネ消費及び温ガス排出量調査 7,190,102

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 委託料 29年度都における 終エネ消費及び温ガス排出量調査 2,529,898

36 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

平成29年度電源立地地域対策交付金の支出について 9,929,200

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 経産省派遣職員に係る確定払いの旅費の支給について 9,963

環境局
地球環境エネル
ギー部

計画課 平成30年05月28日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

センター事務所費用の支払い（第四四半期） 15,989,948

環境局
地球環境エネル
ギー部

総量削減課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境管理費 環境政策費 役務費 ICAP関連資料及びC&T制度資料等に係る翻訳(単価契約) 2,105,136

環境局
地球環境エネル
ギー部

総量削減課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

報償費 専門的事項検討会の報償費の支出について 274,916

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度制度再構築に係る技術検討会開催補助等委託 5,400,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度都市地球環境システムの改修業務委託 7,560,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 H29省エネ住宅の建築・改修に係る誘導策調査検討委託 27,000,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 自転車シェアリング広域相互利用に向けた事業実態調査 6,372,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 13,172,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 1,689,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 6,218,526

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 6,890,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 25,500,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 12,500,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成２９年度都市地球環境システムの保守委託 3,850,200

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 2,424,219

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都暑熱対応設備整備費補助金の支払 3,770,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

平成29年度暑熱対応設備設備整備費の支出（その２） 7,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月21日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

報償費 東京エコハウス建築・改修誘導策検討会委員の報償費 20,800

環境局
地球環境エネル
ギー部

環境都市づくり課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

負担金補助及交付
金

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業補助金の支払 13,096,500

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度 既存住宅再エネ・省エネ促進事業業務委託 4,658,040

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度地球温暖化対策報告書システム保守委託 3,618,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 熱電エネルギーマネジメント支援事業業務委託 14,349,960

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 H29中小ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ省エネ改修効果見える化PJ業務委託 21,896,727

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 東京国際展示場等におけるＬＥＤ事業の実施委託 154,440

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 エネルギー利用の高度化促進事業の委託費支出 86,322,240

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 スマートマンション導入促進事業の委託費支出 24,863,760

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 グリーンリース普及促進事業運営委託 43,927,362

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度エネルギー 適化プロジェクト業務委託 32,076,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出 904,072

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出 21,641,472

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 高断熱窓導入促進事業業務委託 63,539,640

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度クラウド利用による省エネ支援事業運営委託 2,883,057
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環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度家庭におけるLED促進事業PR映像等出演委託 9,455,281

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 確定払旅費（平成30年3月分） 34,391

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 Ｈ29年度家庭の省エネアドバイザー制度運営等業務委託 13,677,120

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 H29年度中小地域家電店連携温暖化対策推進事業委託 2,957,040

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度LED省エネムーブメント業務委託(単価契約) 212,676,521

環境局
地球環境エネル
ギー部

地域エネルギー課 平成30年05月22日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度LED省エネ促進事業業務委託(単価契約)その2 6,812,812

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度スマートエネルギーエリア形成推進業務委託 8,097,840

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度中小ＧＳ等の水素ＳＴ導入支援事業業務委託 6,744,355

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 離島における水素蓄電システムモデル検討調査委託 8,532,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度地中熱利用の普及啓発業務委託 6,021,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度地中熱利用の普及啓発業務委託 2,619,000

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度スマートエネルギー都市推進事業業務委託 8,058,960

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度スマートエネルギー都市推進事業業務委託 13,028,040

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 事業所向け再エネ由来水素活用設備導入促進業務委託 4,147,200

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度水素ステーション設備等導入促進業務委託 15,188,040

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月07日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 水素エネルギー推進セミナーに係る運営業務委託 2,689,200

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 平成29年度水素エネルギーの普及啓発に関する調査委託 535,680

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

委託料 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進委託 2,481,840

環境局
地球環境エネル
ギー部

次世代エネルギー推
進課

平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費
地球環境エネル
ギー費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年５月入力分） 1,630

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 77,974

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,693

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 713

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,190

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 委託料 多摩環境事務所庁有車運行管理業務委託(単価契約) 1,250,769

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出 H30 4月システム処理分（29年度） 9,811

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出 H30 4月システム処理分（29年度） 7,279

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出 H30 4月システム処理分（29年度） 1,034

環境局 多摩環境事務所 管理課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 824

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　3月分 6,197

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 高尾ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外2ヶ所のﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約　3月分 4,059

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御岳渓谷園地外7か所の清掃委託 1,698,477

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 小仏城山園地便所衛生設備清掃委託 64,800

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 「仮設便所の借上げ」終了に伴うし尿処理費用の支払い 600

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,622
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環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,391

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 21,658

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月02日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 父多摩公園ほか歩道補修委託その２（単価契約）の支払 3,828,168

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 日の出山便所浄化槽保守点検委託（３月分） 27,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 ＡｒｃＧＩＳの更新 81,864

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 単価契約の支払い（陣馬山園地の便所汲取り作業委託） 36,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 単価契約の支払い（陣馬山園地の便所汲取り作業委託） 324,216

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 一丁平便所流入槽清掃及び汚泥汲取り作業委託 36,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 一丁平便所流入槽清掃及び汚泥汲取り作業委託 221,400

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月08日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 一般需用費 日の出山便所男子小便器洗浄センサー修繕 107,028

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 羽村取水所園地外２か所の清掃委託（１～３月分） 172,049

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 神戸岩園地外８か所の清掃委託（３月分） 255,337

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 泡洗浄方式便所保守点検委託 797,904

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月09日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 鋸山便所夏季用便所閉鎖・開始点検委託 55,080

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 都立自然公園外歩道改修設計 972,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 大麦代園地外３か所の清掃委託 1,246,796

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月11日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 青梅上成木森林環境保全地域森林管理委託 1,745,280

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 多摩環境事務所管内登山道現況調査委託 1,288,440

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 宇津木緑地保全地域擁壁改修工事 11,232,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月14日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 御岳インフォメーションセンター電話料金(3月分) 22,974

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 都立小峰公園の管理に要する経費（H29第４四半期） 7,834,750

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 秩父多摩甲斐国立公園ほか歩道補修工事　第２回支払い 1,143,856

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月16日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

平成29年度松枯れ予防重点地域対策事業補助金の支出 4,800,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 役務費 あきる野市に係るし尿処理手数料の支出（2-3月分） 45,000

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 単価契約の支払（ガソリン　檜原：12月～1月分） 10,251

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月17日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 需用費 光熱水費 単価契約の支払について（檜原：2～3月分） 3,619

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 平成29年度東海自然歩道改修工事の完成払金の支出 11,568,840

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月18日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 御岳ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ解説業務委託　H29第4四半期分 8,091,904

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 都立自然公園ほか歩道改修工事（雷電山ｺｰｽ）完成払金 27,133,360

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 工事請負費 首都圏自然歩道改修工事の完成払金の支出について 16,011,720

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 高尾ビジターセンター施設清掃委託 1,787,400

環境局 多摩環境事務所 自然環境課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 山のふるさと村の管理に要する経費　H29第4四半期分 34,298,000

環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,238

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 平成29年度産業廃棄物（活性炭）収集運搬委託 291,600
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環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月01日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 57,487

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 工事請負費 平成29年度新海面Ｂブロック地盤改良工事 142,857,640

環境局
廃棄物埋立管理事
務所

平成30年05月09日 一般会計 環境費 廃棄物費 廃棄物対策費 委託料 平成29年度産業廃棄物(活性炭)処分委託(単価契約)支払 1,746,252

主税局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 官報の購入 131,076

主税局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「国税速報」の購入 98,560

主税局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「都議会情報」の購入 38,880

主税局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「税務経理」の購入（１～３月分） 85,860

主税局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「積算資料」外１点の購入 54,508

主税局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 判例情報等検索サービスの利用 556,632

主税局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「季刊　公務員関係　 新判決と実務問答」の購入 12,960

主税局 総務部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 徴税費 徴税管理費 納税広報費 委託料 平成29年度主税局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのｺﾝﾃﾝﾂ作成委託第4四半期分 324,000

主税局 総務部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都主税局ホームページリニューアル業務委託 1,512,000

主税局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 「税務の達人」宿舎賃貸借契約の清算に係る支出 32,340

主税局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 文書保存箱保管等委託（単価契約） 1,715,777

主税局 総務部 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ﾉｰﾄ型)の借入れ　３月分 7,776

主税局 総務部 職員課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 回転椅子外１点の購入 3,775,442

主税局 総務部 職員課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度主税局研修実施計画の印刷 273,240

主税局 総務部 経理課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 税事務所(29)5階女子トイレ排水管等改修工事監理業務 745,200

主税局 総務部 経理課 平成30年05月11日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 新宿都税事務所(29)5階女子トイレ排水管等改修工事 1,825,200

主税局 総務部 経理課 平成30年05月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都新宿都税事務所外1所建物管理委託(その２） 3,402,923

主税局 総務部 経理課 平成30年05月17日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 工事請負費 東京都豊島都税事務所（29）7階会議室改修工事 4,577,880

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 収入ﾃﾞｰﾀ伝送用IDSN回線の使用料継続支払(3月分) 11,322

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経コンピューター」外２点の購入 58,800

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 「住宅新報」の購入 15,840

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 92,531

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 333,748

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 672,976

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,504

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,170

主税局 税制部 税制課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,403

主税局 税制部 税制課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）（1～3月分） 102,001
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主税局 課税部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 軽油引取税免税証（パソコン発行用）用紙の印刷 458,784

主税局 課税部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 乗用車の賃貸借（単価契約）の継続支払(3月分) 256,684

主税局 課税部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 石油製品の分析業務の委託（追加契約）の支払(3月分) 565,704

主税局 課税部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ供給契約の料金継続支払(3月分) 13,358

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 東京都都税総合事務センター業務委託の支払(3月分) 46,225,296

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 都たばこ税に係る電算処理の委託の継続支払(第4期) 2,811,456

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 軽油流通情報管理ｼｽﾃﾑの運営業務委託の支払(第4期) 3,189,888

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 石油製品の分析業務の委託(単価契約)の支払(3月分) 2,201,035

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 自動車税賦課徴収に関する情報処理委託の支払(3月分) 3,990,739

主税局 課税部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 収納計器取扱手数料の交付(平成30年3月分) 1,082,644

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)の継続支払(平成30年1月～3月分) 159,717

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 文書の配送業務委託(平成30年3月分)(単価契約)の支払 738,180

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「月刊　自治体ソリューション」の購入 25,920

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 平成30年度継続減免決定通知書同封チラシ外1点の印刷 80,546

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「月刊国際税務(International Taxation)」の購入 86,400

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「日刊　燃料油脂新聞」の購入 63,504

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「日刊　油業報知新聞」の購入 58,320

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「ぜんせき」の購入 23,328

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 「月刊　税務ＱＡ」の購入 16,200

主税局 課税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 古紙の廃棄（課税部２）（単価契約）の支払 25

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 個人事業税資料に関する閲覧委託（四谷外12署） 4,650,895

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 個人事業税に関する閲覧委託（芝外11署） 5,777,591

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 申告書発送用窓付封筒外１点の買入れ 2,952,207

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 個人事業税課税資料複写用再生色上質紙の購入 1,334,701

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 第6号様式記載の手引・別表14外3点の印刷（その２） 9,581,760

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(平成30年3月分)の支払 7,001,312

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 文書の運搬（自動車税班） 111,240

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 均等割額の計算に関する明細書・記載の手引の印刷 109,944

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 役務費 受付システムサイト利用及びインターネット提供契約 71,820

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 文書の廃棄（自動車税班）（単価契約）の支払 15

主税局 課税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 有料道路通行料に係る経費の支出（３月分） 16,790

主税局 課税部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 自動車取得税ﾃﾞｰﾀ(OSS用)CD-ROMの購入(平成29年度分) 148,176

主税局 課税部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 使用料及賃借料 有料道路通行料に係る経費の支出(課税指導課)(3月分) 21,530

主税局 課税部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 個人事業税資料に関する閲覧委託（青梅外７署） 5,143,616
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主税局 課税部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 備品購入費 証紙代金収納計器外６点の購入及び機器の設置 9,396,000

主税局 課税部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 備品購入費 証紙代金収納計器外６点の購入及び機器の設置 537,516

主税局 課税部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 証紙代金収納計器外６点の購入及び機器の設置 561,600

主税局 課税部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 報償費 都たばこ販売促進事業報償金支払額確定(平成29年度分) 97,653

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 定期購読図書「住宅新報」の購入 15,840

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 定期購読図書「日経アーキテクチュア」の購入 23,300

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 定期購読図書「物価資料」の購入 11,310

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 委託料 文書の廃棄処理（その２）(単価契約)支払 47

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 固定・都計納通送付用ｸﾞﾗｼﾝ窓付封筒外13点の買入れ 14,977,008

主税局 資産税部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 需用費 一般需用費 定期購読図書「税務通信」の購入 38,880

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 使用料及賃借料 PC等機器の借入れ(個都民)の継続支払(4台H29)(3月分) 21,492

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 委託料 徴収ｻﾐｯﾄｵﾝﾗｲﾝHPの保守委託等に係る継続支払(1～3) 398,520

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 「金融法務事情」の買入れ 589,680

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 納税推進課の電話料金の支払(ひかり電話3月分) 388,015

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,212

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 ５月分  公共料金支払 41,114

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 都税口座振替依頼書(保護シール一体型ハガキ)の作成 13,340,327

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 需用費 一般需用費 「住宅新報」の買入れ 15,840

主税局 徴収部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 委託料 平成29年度都税納税推進業務委託(3月分) 16,588,368

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 105,367

主税局 千代田都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 141,645

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 103

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認、平成29年度分） 1,028

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（4月確認、平成29年度分） 154

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認、平成29年度分） 589

主税局 中央都税事務所 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認、平成29年度分） 4,626

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 143,448

主税局 港都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 148

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 140,798

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 38

主税局 新宿都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 920

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 65,457

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6
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主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の購読代金の支出 12,111

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞の購読代金の支出 12,111

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞の購読代金の支出について 10,029

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月16日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 税務経理の購読代金の支出 17,172

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月18日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購読代金の支出 14,309

主税局 文京都税事務所 総務課 平成30年05月31日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 1,111

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 84,569

主税局 台東都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 479

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年05月18日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 679

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年05月18日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 981

主税局 墨田都税事務所 総務課 平成30年05月18日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 656

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 タクシー利用料金の資金前渡及び精算 890

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 80,718

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分不適合案件） 4,521

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分不適合案件） 530

主税局 江東都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分不適合案件） 714

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 176,802

主税局 品川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 48,362

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成29年度3月確認分） 349

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成29年度3月確認分） 330

主税局 目黒都税事務所 総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成29年度3月確認分） 432

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 79,965

主税局 大田都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによる東京都ﾀｸｼｰ供給契約の継続支払（3月分） 18,307

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 106,397

主税局 世田谷都税事務所 総務課 平成30年05月14日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金（平成30年3月差額分）の資金前渡 54

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金の継続支払について(３月分) 38,916

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 134,579

主税局 渋谷都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 32

主税局 中野都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 51,453

主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 98,718
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主税局 杉並都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 166,628

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 217

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年05月09日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 下水槽清掃時に発生する汚泥の収集及び運搬業務委託 27,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年05月09日 一般会計 徴税費 徴収費 徴収事務費 役務費 不在者財産管理人の選任に伴う経費の支払 300,000

主税局 豊島都税事務所 総務課 平成30年05月25日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 200

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 71,377

主税局 北都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,328

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 荒川都税事務所 総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月旅行分の旅費の支出について（５月確認分） 581

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 60,623

主税局 板橋都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 101,986

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 練馬都税事務所 総務課 平成30年05月02日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 報償費 報償費（産業医）の継続支払について（２・３月分） 126,000

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 94,086

主税局 足立都税事務所 総務課 平成30年05月08日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー供給契約の料金支払（３月分） 10,580

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 83,706

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 葛飾都税事務所 総務課 平成30年05月25日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年5月14日まで確認分） 432

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 72,088

主税局 江戸川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 79,617

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,584

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,943

主税局 八王子都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 465

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 77,442

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,469

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,392

主税局 立川都税事務所 総務課 平成30年05月18日 一般会計 徴税費 課税費 課税事務費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（平成30年3月追加分） 466

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,944

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,304

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,167
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主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,802

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 39,102

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 32,153

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 38,657

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 213

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 123

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 84

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月21日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月追加分） 535

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 電話料金の支出 72,509

主税局
都税総合事務セン
ター

総務課 平成30年05月23日 一般会計 徴税費 徴税管理費 管理費 役務費 電話料金の支出 23,845

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 105,287

都市整備局 総務部 企画経理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）（長期継続契約） 50,075

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 安否確認システムの利用に係る支出について 286,200

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 396,942

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 947,525

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書（「日経アーキテクチュア」外２件）の購入 23,800

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 図書（「日経アーキテクチュア」外２件）の購入 46,600

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 委託料 H29年度都市整備局ホームページ情報の作成・更新委託 1,916,091

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 H29年度都市整備局ホームページ情報の作成・更新委託 564,273

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 委託料 H29年度都市整備局ホームページ情報の作成・更新委託 38,565

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 判例情報等検索サービスの利用 44,064

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 判例情報等検索サービスの利用 44,064

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 判例情報等検索サービスの利用 44,064

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 役務費 法解説情報等検索サービスの利用 12,960

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 「東京の都市整備2017」（英語版）の作成 459,810

都市整備局 総務部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書（「時刻表」外７件）の購入 35,054

都市整備局 総務部 職員課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出(平成30年3月分システム対象分) 330

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 903,960

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 583,200

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 291,600

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 116,640

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 379,080

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成２９年度土木工事設計システムの保守管理委託 408,240
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都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木建設資材等価格調査委託（単価契約） 595,620

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木建設資材等価格調査委託（単価契約） 454,680

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成２９年度土木建設資材等価格調査委託（単価契約） 506,520

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 平成２９年度土木建設資材等価格調査委託（単価契約） 38,988

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成２９年度土木建設資材等価格調査委託（単価契約） 519,804

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 平成29年度建設副産物情報交換システムの利用契約 32,400

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

役務費 平成29年度建設副産物情報交換システムの利用契約 32,400

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 役務費 平成29年度建設副産物情報交換システムの利用契約 129,600

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 平成29年度建設副産物情報交換システムの利用契約 32,400

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 27,175

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 13,311

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 8,873

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 8,873

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 26,619

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 14,973

都市整備局 総務部 技術管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京都土木工事標準仕様書の購入 4,437

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに係る経費の支出 489,583

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費
負担金補助及交付
金

平成29年度国土調査事業費補助金等の支払 557,548,500

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費
負担金補助及交付
金

平成29年度監視区域における土地取引規制交付金の支出 3,160,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 平成29年度拠点周辺まちづくり検討に係る土地建物評価 9,720,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 景観施策のあり方検討調査委託 6,048,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 臨海部のまちづくり基礎調査業務委託 2,052,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 東京の土地利用（平成28年　東京都区部）印刷物作成 673,920

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 東京の土地利用（平成28年　東京都区部）印刷物作成 84,240

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 平成29年度エリアマネジメントに関する調査検討委託 6,480,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 土地調整費
負担金補助及交付
金

平成29年度土地取引規制の経由事務費等交付金の支出 3,598,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌（日経アーキテクチュア外2件）の購入 74,000

都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外出張旅費の支出（29年度分・H30.5.14締め） 1,038

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地下街防災推進事業費補助金の支出 65,745,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

一時貯留施設等の設置に係る補助金の支出について 5,366,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

一時貯留施設等の設置に係る補助金の支出について 9,331,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

一時貯留施設等の設置に係る補助金の支出 11,605,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

一時貯留施設等の設置に係る補助金の支出について 2,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費
負担金補助及交付
金

環境影響評価手続の施行に関する支払（東武東上本線） 677,759
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都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29だれにも乗り降りしやすいバス整備事業補助金 23,039,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

連続立体交差事業補助金（竹ノ塚）（平成29年度） 450,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都鉄道施設安全対策事業費補助金の支出 353,450,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

連続立体交差事業補助金（竹ノ塚）（平成２８繰越分） 238,680,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 需用費 一般需用費 神田川及び石神井川流域豪雨対策計画（改定）の印刷 937,440

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス２の支出（３月分） 13,825

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 自動運転技術を活用した都市づくり展開に関する調査 13,824,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度バス走行環境改善システム補助金の支出① 1,737,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度バス走行環境改善システム補助金の支出② 624,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度バス走行環境改善システム補助金の支出③ 1,732,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 81,699,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度バス走行環境改善システム補助金の支出④ 13,072,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 委託料 平成29年度流域貯留・浸透事業実績データ入力委託 626,400

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 9,349,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 5,220,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 30,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成29年度市町村水道事業都費補助金の支出について 156,440,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H２９年度バリアフリー基本構想補助金の支出について 4,438,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度バリアフリー推進事業費補助金の支払 1,016,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 90,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

H29年度バリアフリーエレベーター補助金の支出 3,357,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度バリアフリー推進事業費補助金の支払 20,236,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度バリアフリー推進事業費補助金の支出 4,827,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 工事請負費 雨水浸透阻害行為許可等標準設置工事の支払について 696,600

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費 工事請負費 雨水浸透阻害行為許可等標識設置工事の支出について 70,200

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 都市基盤調査費
負担金補助及交付
金

平成29年度雨水流出抑制事業に係る補助金支出について 25,127,924

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金の支出（JR有楽町駅） 10,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金の支出（国際展示場駅） 16,418,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金の支出（天王洲アイル駅） 6,058,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（ゆりかもめ豊洲駅） 374,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（東急桜新町駅） 40,883,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅） 13,483,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（京王渋谷駅） 41,416,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（京成日暮里駅　洋式ﾄｲﾚ） 5,470,000
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都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度近接地内外旅費の支出 11,756

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（東急用賀駅） 120,000,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

29年度鉄道駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ補助金（京成日暮里駅　ﾎｰﾑﾄﾞｱ） 103,666,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度バリアフリー推進事業費補助金の支出 343,076,000

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

地下高速鉄道整備事業費補助の支出について 1,669,521,543

都市整備局 都市基盤部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 都市整備費 都市基盤整備費
都市基盤施設等助
成費

負担金補助及交付
金

地下高速鉄道整備事業費補助の支出について 1,160,606,145

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（区画整理・3月分） 31,293

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（市街地再開発・3月分） 46,940

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（延焼遮断帯・3月分） 31,293

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 法律相談委託料の支出（沿道一体・3月分） 15,647

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度移転資金貸付金収納等委託(単価契約)３月分 5,530,723

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度児童会館跡地事業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務委託 2,700,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「区画・再開発通信」の購入 8,400

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 平成29年度口座振替処理委託（単価契約）３月分 259

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 166,892

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 3,252,480

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
臨海都市基盤関連
街路整備費

委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 104,101

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 500,677

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 417,506

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 166,892

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 313,405

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 委託料 平成29年度区画整理、市街地再開発等の記録写真委託 83,721

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 汐留地区及び花畑北部地区区画整理事業のＰＲビデオ 1,512,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 光熱水費 賃貸借契約に係る諸費用の支出（平成29年度2・3月分） 230,611

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 賃貸借契約に係る諸費用の支出（平成29年度2・3月分） 24,785

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費
負担金補助及交付
金

特定建築者敷地整備に係る平成29年度協定に基づく支出 6,824,306,160

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 17,695

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 35,390

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 159,258
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都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 17,695

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 17,695

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 17,695

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 17,695

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 カラー複写サービス（単価契約）に係る経費の支出 35,390

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る支払（ＮＴＴ） 81,775,022

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る支払（ＮＴＴ） 161,568

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る支払（ＮＴＴ） 295,812

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る支払（ＮＴＴ） 32,654,871

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る支払（ＮＴＴ） 5,985,360

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線共同溝引込連系管委託(都市整備E-区部)(東電) 170,509,305

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線共同溝引込連系管委託(都市整備E-区部)(東電) 1,396,565

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝引込連系管委託(都市整備E-区部)(東電) 38,378,920

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 21,971

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 4,488

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 4,488

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 2,443

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 4,488

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 2,443

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 1,854

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 雑誌「不動産鑑定外10件」の購入経費（第４四半期） 2,443

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 平成29年度用地取得委託の追給（沿道一体・現年分） 1,169,711,817

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 99,360

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 49,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 49,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 397,440

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 49,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 49,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月14日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 一般需用費 平成30年度市街地整備事業事務提要の印刷 49,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度3月分) 422,374

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度3月分) 6,460

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度3月分) 177,646

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払(平成29年度3月分) 78,714

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314
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都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月15日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 13,314

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 近接地内の旅費について(平成30年3月分)(街路整備) 319

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 4,249

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 4,101

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 8,355

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 86,960

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 65,069

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 2,292

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 165

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 46,356

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 769

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 12,362

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 9,327

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 128,067

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 13,267

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

旅費 特別旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 588

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 6,042

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 50,087

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分・一般会計分) 7,596

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(平成30年3月分)(臨海分) 39,283

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 電線類地中化事業引込管路工事等に係る委託料の支払 2,171,129

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌「月刊エネルギーフォーラム」の購入 14,472

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「日刊建設産業新聞」の購入 103,680

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 勝どきサンスクエア賃室賃貸借契約(諸費用) 31,486

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 公有財産購入費 用地会計の起債に伴う土地売払い代金の支出（高輪） 950,426,641

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 第8回地域危険度測定調査に係る報告書の印刷 274,719

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

H29年度土地区画整理事業に係る交付金の清算及び追給 342,328,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都災害時業務継続施設整備事業補助金 217,296,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都災害時業務継続施設整備事業補助金 2,400,000

都市整備局 市街地整備部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都災害時業務継続施設整備事業補助金 479,357,000
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都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（大田区） 22,417,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度不燃化推進特定整備事業（新宿区） 1,053,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（文京区） 14,547,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（台東区） 11,854,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（目黒区） 18,744,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（豊島区） 232,973,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（世田谷区） 143,911,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（北区） 90,884,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（板橋区） 10,076,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（足立区） 67,163,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（葛飾区） 35,389,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（渋谷区） 5,998,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（杉並区） 42,685,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（墨田区） 78,776,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（江東区） 55,124,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（中野区） 110,980,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（荒川区） 237,100,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都地区公共施設等整備事業（新島村） 1,049,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（目黒区） 13,842,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（新宿区） 47,704,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（杉並区） 82,824,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（八王子） 3,002,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（渋谷区） 93,474,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（世田谷） 165,680,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（中野区） 89,149,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（北区） 154,128,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（国分寺） 6,507,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（板橋区） 25,063,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（練馬区） 16,158,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（墨田区） 137,090,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（大田区） 26,649,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（葛飾区） 180,244,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業(江戸川区) 122,041,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（府中市） 5,000,000
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都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（台東区） 38,112,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（荒川区） 160,664,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（足立区） 41,335,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（小平市） 2,494,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（江戸川区） 326,612,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都不燃化推進特定整備事業（品川区） 309,159,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

委託料 東京都地震に関する危険度マップ作成委託 2,376,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（品川区） 489,020,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（江東区） 462,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（豊島区） 397,773,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都防災密集地域総合整備事業（文京区） 84,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

委託料 平成29年度魅力的な移転先の整備の事業手法検討委託 5,000,400

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

委託料 第8回地震に関する地域危険度測定調査委託（その4） 28,080,000

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

需用費 一般需用費 第8回地域危険度測定調査に係る報告書の印刷 1,170,936

都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 平成30年05月25日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
都市防災施設整備
事業費

報償費 防災都市づくり推進計画検討部会（平成29年度第1回） 43,110

都市整備局 市街地整備部 再開発課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都市街地再開発事業補助金の支払い 75,175,000

都市整備局 市街地整備部 再開発課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

負担金補助及交付
金

市街地再開発事業費補助（国分寺駅北口地区）市施行分 593,185,500

都市整備局 市街地整備部 再開発課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

負担金補助及交付
金

市街地再開発事業費補助（国分寺駅北口）特建者施行 1,002,650,000

都市整備局 市街地整備部 再開発課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
市街地再開発事業
助成費

負担金補助及交付
金

平成29年公共施設管理者負担金の支払について 18,000,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（中野三丁目） 177,667,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城小田良土地区画整理組合） 207,761,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月09日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（南町田駅周辺土地区画整理事業） 154,781,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（中野二丁目土地区画整理組合） 23,000,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（独立行政法人都市再生機構） 500,000,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（南山東部土地区画整理組合） 654,500,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（佐野六木地区） 5,500,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（南水元地区） 2,600,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城稲城長沼駅周辺地区） 28,145,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（宇津木地区） 5,175,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（中野西地区） 25,650,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（東小金井駅北口地区） 75,235,500

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城榎戸地区） 37,012,500

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城南多摩駅周辺地区） 17,860,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（中野中央地区　都市再生） 30,750,000
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都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（中神（第二工区）地区　都市再生） 9,000,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（西平山地区　都市再生） 85,550,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（万願寺第二地区　都市再生） 19,050,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（東町地区　都市再生） 87,525,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（佐野六木地区　都市再生） 77,500,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（豊田南地区） 9,225,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（羽村駅西口地区） 16,200,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（武蔵引田駅北口地区） 14,886,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（宇津木地区　都市再生） 54,700,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（上篠崎一丁目北部地区　都市再生） 90,500,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（豊田南地区　都市再生） 51,300,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成(稲城稲城長沼駅周辺地区 都市再生） 9,225,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城矢野口駅周辺地区　都市再生） 2,425,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（稲城南多摩駅周辺地区　都市再生） 23,925,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月24日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（武蔵村山都市核地区） 421,425,000

都市整備局 市街地整備部 区画整理課 平成30年05月25日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
土地区画整理助成
費

負担金補助及交付
金

土地区画整理助成（渋谷駅街区土地区画整理事業） 2,137,000,000

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン事
業室

平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費
ニュータウン事業
費

需用費 一般需用費 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ地域再生ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの印刷 246,240

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン事
業室

平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営多摩NT諏訪団地箱型函渠設置工事（その２） 39,942,640

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 防火設備定期検査報告に係る予備審査等支払（3月分） 1,066,510

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　建築士審査等窓口に係る業務委託 37,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 平成29年度廃棄文書抹消処理委託(単価契約)の支出 91,044

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 役務費 平成29年度廃棄文書抹消処理委託(単価契約)の支出 10,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（単価契約）〔長期継続契約〕(3月分) 125,894

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 液状化による建物被害に備えるための手引の印刷 667,656

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 H29耐震に関するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの提供委託 907,200

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 液状化対策ポータルサイトホスティング業務委託 842,400

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 平成28年東京都建築審査会年報の印刷 244,911

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 平成29年度耐震に関するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報提供作業委託 504,360

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 定期調査報告(特建)に係る予備審査等の支払(単価契約) 585,889

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

平成29年度建築基準行政事務移管に伴う交付金支出 37,050,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 平成２９年度建築着工統計調査の特別集計委託 389,880

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 委託料 定期報告（設備）に係る予備審査等の支払（3月分） 985,406

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分定日払旅費の支出について 9,399

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 平成30年3月分定日払旅費の支出について 123,147
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都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 旅費 普通旅費 平成30年3月分定日払旅費の支出について 10,297

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払（平成30年3月分） 473,691

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払（平成30年3月分） 91,750

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

市町村東京都事務処理特例許可事務等に係る交付金 1,356,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

市町村における東京都事務処理特例条例に関する交付金 520,150

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 平成２９年度　業務報告書閲覧手数料の徴収事務委託 23,328

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 雑誌（日経アーキテクチュア）の購入 46,600

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29東京都区市町村耐震化促進普及啓発支援事業補助金 29,413,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建設業指導費 委託料 建設業許可情報電算処理の入力データ作成委託(3月分) 125,369

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29東京都整備地域内住宅耐震化促進事業補助金の支出 6,176,400

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29東京都整備地域内住宅耐震化推進事業補助金の支出 97,549,800

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29木造住宅耐震診断事務所登録経費補助金の支出 3,000,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 2,455,864,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費
負担金補助及交付
金

H29緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 22,622,000

都市整備局 市街地建築部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 貸付金 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等支援融資預託金 33,600,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 埋蔵文化財調査委託(北青山三丁目地区) 47,088,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 使用料及賃借料 敷地等図書管理用パーソナルコンピータの賃貸借（長期 19,683

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 敷地等図書管理用パーソナルコンピータの賃貸借（長期 6,561

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 建物明渡等強制執行補助業務委託代金の支出(３月分） 405,648

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約の支出（その２） 61,052

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年3月分（4月全庁締め分）確定払い旅費 3,553

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分（4月全庁締め分）確定払い旅費 412

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分（4月全庁締め分）確定払い旅費 1,776

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分（4月全庁締め分）確定払い旅費 1,273

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月07日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 確定払い旅費の支出について（都営住宅等事業会計） 688

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月08日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

青山一丁目ｽｸｴｱ管理規約に基づく都負担分経費の支出 314,448

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月11日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成２９年度都営住宅現況調査委託 5,400,000

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 47,358

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 30,523

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 94,681

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 24,102

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 172,557

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 46,452

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 213,258
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 228,301

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 47,454

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 21,403

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 63,918

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 60,374

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 24,317

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 134,401

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 18,053

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 9,165

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 15,017

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 63,423

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 30,040

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 7,895

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 5,861

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 5,956

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 18,775

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 20,184

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 41,631

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 60,448

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 18,052

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 13,604

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 21,473

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 6,607

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 12,382

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 4,644

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 16,037

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 90,702

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 57,139

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月14日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 156,560

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払 579,622

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 27,776

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 10,963

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 14,295

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 26,440
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 19,417

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 39,601

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 25,762

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 14,600

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 6,273

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 86,222

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 11,605

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 25,477

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 23,511

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 40,317

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 266,049

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 217,864

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 90,897

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 555,428

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 31,595

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 36,855

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 32,135

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 21,689

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 58,404

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 38,823

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 150,762

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 17,304

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 39,804

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 55,460

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 62,793

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月17日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費
負担金補助及交付
金

共用設備電気料金に係る経費負担 66,171

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成28年度都営住宅耐震診断・耐震改修に係る業務委託 735,343,625

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成28年度都営住宅耐震診断・耐震改修に係る業務委託 62,125,920

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 17,902

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 103,334

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 195,379

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 23,069

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 308

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成30年3月分(5月全庁締め分)確定払い旅費の支出 13,750
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都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月23日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営稲城大丸アパート一団地申請等業務委託 1,183,920

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 委託料 東京都第四建設事務所外壁塗装等工事（都営住宅併設） 21,658,654

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 委託料 東雲住宅外１住宅管理業務委託に係る委託料の支払 106,681,848

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 特別会計繰出金 繰出金 公債費会計への繰出し（平成29年度減債基金積立金） 29,179,769,937

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月25日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度都営住宅等の管理に係る委託料の支出 435,661,113

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月25日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託契約の支出 726,402,189

都市整備局 都営住宅経営部 経営企画課 平成30年05月25日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 委託料 平成29年度東京都営住宅等の管理業務委託契約の支出 4,299,129

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 2,677,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 4,359,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,663,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金交付決定及び通知 1,684,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 民間住宅供給助成システムの運用支援等の委託 1,652,400

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 民間住宅供給助成システムの運用支援等の委託 1,652,400

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 東京都公金用金融機関マスター作成委託 29,160

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 東京都公金用金融機関マスター作成委託 29,160

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 需用費 一般需用費 「高齢者の居住安定確保プラン」の印刷 283,727

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 「高齢者の居住安定確保プラン」の印刷 42,865

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 「高齢者の居住安定確保プラン」の印刷 163,296

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

Ｈ29区市町村居住支援協議会活動支援補助金（日野市） 21,870

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

マンション再生まちづくり制度（諏訪・永山） 4,999,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 2,724,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 1,183,800

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 2,744,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度相続空家等モデル事業の支出 5,492,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度相続空家等モデル事業の支出 4,531,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度相続空家等モデル事業の支出 4,286,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業の支出について 49,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 報償費 東京都居住支援協議会セミナーの講師謝礼金支払い 27,117

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 報償費 東京都居住支援協議会セミナーの講師謝礼金支払い 10,686

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 報償費 東京都居住支援協議会セミナーの講師謝礼金支払い 8,351

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 東京都ﾏﾝｼｮﾝﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ用ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの提供委託 324,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 役務費 ﾏﾝｼｮﾝの適正管理促進検討会に伴う速記委託の支出 47,520

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 季刊　住宅土地経済の購読契約 3,088

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 官報の購読契約 43,692
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 新建ハウジング新聞の購読契約 25,920

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 高齢者住宅新聞の購読契約 22,680

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,563,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 4,011,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 340,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 483,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 1,416,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 575,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 215,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 530,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 1,275,120

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 マンションの所在等情報の確認及び把握に係る調査委託 15,660,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 6,957,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 3,080,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 248,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 17,118

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 4,335

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 13,896

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 41,613

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 7,407

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 33,565

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支給について（3月支出分） 8,198

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月11日 一般会計 都市整備費 住宅費
東京都住宅供給公
社助成費

負担金補助及交付
金

H29年度都市居住再生促進事業補助金（中野二丁目） 11,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業の交付決定及び通知 115,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 500,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 243,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

委託料 取引士証交付一部業務及び手数料徴収委託その2 275,184

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 24,906

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 374,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 住宅新報の購読契約 15,840

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 19,148

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 41,187

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 需用費 一般需用費 カラー複合機の複写サービスに関する契約の支出 38,075

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 カラー複合機の複写サービスに関する契約の支出 38,075
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 需用費 一般需用費 複合機の複写サービスに関する契約（単価契約）の支出 61,036

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 3,395,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,782,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,781,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 1,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（中央区） 1,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（千代田区） 14,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（千代田区） 3,350,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29マンション耐震化促進事業 10,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29マンション耐震化促進事業 612,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29マンション耐震化促進事業 27,170,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 10,109,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 1,307,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 750,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 8,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 2,454,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 8,582,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 3,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 2,069,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 56,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 930,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 679,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

マンション再生まちづくり制度（方南町） 4,968,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,000,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費 管理費 委託料 重点供給地域の考え方の再構築に関する調査委託 6,998,400

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費
東京都住宅供給公
社助成費

負担金補助及交付
金

H29年度都市居住再生促進事業補助金(向原三丁目第3期) 138,500,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 住宅費
宅地建物取引業等
指導費

委託料 取引士証交付一部業務及び手数料徴収委託（1～3月分） 1,600,560

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 6,086,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 1,334,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 3,322,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 68,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 21,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 47,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 185,000
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 212,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 49,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 36,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 5,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 46,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 196,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 90,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 79,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 116,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 9,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（第４期） 6,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 30,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 16,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（2期） 2,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金(１-4期) 833,280

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 213,966

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 474,646

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 68,972

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 283,220

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払いについて 176,724

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 12,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 376,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 21,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 725,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 468,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（文京区） 7,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（文京区） 375,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 375,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29マンション耐震化推進事業 6,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 865,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 8,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業 477,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 3,420,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（入居促進） 150,000
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（3期） 40,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 517,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 39,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 60,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 121,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 84,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 15,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 148,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 1,151,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 99,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 68,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 9,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 19,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 9,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 25,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 25,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 3,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 230,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

共同化建替えｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ助成事業補助金の支出(文京区) 55,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 161,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 609

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 2,233,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 640,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 758,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 1,143,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 1,358,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 1,593,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 159,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費 委託料 分譲マンション管理状況の評価基準検討の調査委託 6,678,434

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29年度都市居住再生促進事業補助金（南青山一丁目） 9,900,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29年度都市居住再生促進事業補助金（神田東松下町） 35,560,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

H29年度都市居住再生促進事業補助金（下目黒二丁目） 2,468,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 民間住宅対策費
負担金補助及交付
金

空き家利活用等支援事業補助金の支出について 180,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（日野市） 4,747,000
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（大田区） 24,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（大田区） 9,127,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（大田区） 330,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（品川区） 12,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（品川区） 750,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（品川区） 9,767,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業(港区) 7,614,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業(港区) 13,431,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 957,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 452,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 476,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 264,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 1,503,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 2,394,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 2,852,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金(4期） 38,488,640

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金(4期） 3,462,060

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(3期) 1,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（北区） 574,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（北区） 257,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（豊島区） 1,250,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（杉並区） 56,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（杉並区） 392,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（世田谷区） 73,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（世田谷区） 1,964,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（目黒区） 500,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（目黒区） 5,934,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 154,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（第4期） 124,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（入居促進）4期 120,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(４期) 155,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（入居促進）(4期） 334,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 137,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 236,000
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都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 60,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 18,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 644,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 92,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 155,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 280,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 545,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 44,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 470,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 4,211,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 174,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 5,082,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 12,156,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 28,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 18,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 39,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 150,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期) 50,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 217,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 193,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 977,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金（4期） 931,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金(4期） 312,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の家賃減額補助金 9,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 239,751

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費
都民住宅等供給助
成費

負担金補助及交付
金

都民住宅の管理事務費補助金（4期） 389,300

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（武蔵野市） 32,000

都市整備局 住宅政策推進部 住宅政策課 平成30年05月23日 一般会計 都市整備費 住宅費 地域住宅対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度マンション耐震化促進事業（武蔵野市） 1,093,000

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る支払について（３月分） 63,943

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 東京の米軍基地2018の印刷 491,832

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞「しんぶん赤旗」の購読 41,964

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月17日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 定期雑誌の購読に係る経費の支出 3,596

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞「西の風」の購読 9,600

都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞「西多摩新聞」の購読 9,864
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都市整備局 基地対策部 基地対策担当 平成30年05月18日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 役務費 平成29年度業界紙「日刊航空」の購読 103,680

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,674

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,728

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 25,529

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 8,933

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 3,345

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 都市整備管理費 企画調査費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 3,898

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 120,401

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（4月確認平成29年度分） 6,295

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ機の複写ｻｰﾋﾞｽ(管理課)(単価契約)(3月分) 29,795

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(管理課)(単価契約)(３月分) 25,384

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 建築行政費 管理費 需用費 一般需用費 ﾌｧｯｸｽ機能付複写機の複写ｻｰﾋﾞｽ(建築二課)(単契)(3月分 11,664

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月08日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ｱｰｷﾃｸﾁｭｱ」及び「日経ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ」の購読 93,200

都市整備局
多摩建築指導事務
所

管理課 平成30年05月22日 一般会計 都市整備費 建築行政費 建築指導費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（5月確認平成29年度分） 3,451

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所)(単価契約)　3月分 75,503

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(臨海部地区事務所)(単価契約) 3月分 18,792

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,902

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,379

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 101

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 工事請負費 下水道引継ぎ補修工事(29有・埋－1)　完了払 55,561,680

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 工事請負費 下水道引継ぎ補修工事(29有・埋－1)　完了払 38,950,200

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 7,040,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(六町・大判)(単契)(長契)　3月分 24,084

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(六町)(単価契約)　3月分 7,163

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(事務所・大判)(単契) 3月分 16,891

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(ｶﾗｰ・ﾓﾉｸﾛ)(単価契約)3月分 65,470

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 需用費 光熱水費 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの買入れ(臨海部地区事務所)(単価契約)3月分 5,281

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 豊洲地区公園4号(仮称)引継図書作成業務委託(29豊-3) 1,242,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 事業用地管理工事(単価契約)　2回目 1,634,466

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 事業用地管理工事(単価契約)　2回目 10,253,628

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 事業用地管理工事(単価契約)　2回目 8,197,330

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 事業用地管理工事(単価契約)　2回目 2,232,014

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月08日
臨海都市基盤整
備事業会計

臨海都市基盤整備
費

臨海都市基盤整備
費

開発費 委託料 道路台帳補正測量(29豊-5)　完了払 5,221,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 六町地区整備事務所清掃委託（1月分） 48,016
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都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 六町地区整備事務所清掃委託（2月分） 33,596

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 六町地区整備事務所清掃委託（3月分） 33,596

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（日経コンストラクション）の買入れ 69,900

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（区画・再開発通信）の買入れ 8,400

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（道路）の買入れ 9,096

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（「積算資料」外3点）の買入れ（10～3月分） 84,026

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（「建設物価」外2点）の買入れ（10～3月分） 90,270

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（区画整理）の買入れ（10～3月分） 14,940

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（「土木技術」外5点）の買入れ(10～3月分） 55,991

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌（「土木技術」外5点）の買入れ(10～3月分） 6,743

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（新都市）の買入れ 28,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月14日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 Ｗｅｂ版入退館管理システム使用料 10,800

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 電気通信設備移設工事費　29一整NTT第3号（瑞西地区） 1,337,000

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 監督事務費の支出（瑞江西）29一整水道第7号 20,641

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 監督事務費の支出（瑞江西）29一整水道第8号 20,641

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月16日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 ガス施設移設工事費の支出 瑞西地区(29一整ガス第1号) 20,988,457

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月21日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 補償補填及賠償金 土地区画整理事業損失補償金 5,711

都市整備局
第一市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月29日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 5,140

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 需用費 一般需用費 雑誌（用地ジャーナル外7点）の買入れ１－３月分 27,234

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,280

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 汐留地区事業用地管理工事　その３（単価契約） 770,472

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 汐留地区事業用地管理工事　その３（単価契約） 11,390,991

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 委託料 汐留地区事業用地管理工事その２（単価契約） 2,991,924

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月02日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 汐留地区事業用地管理工事その２（単価契約） 32,290,111

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 東京都第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託2月分 333,262

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託2月分 90,239

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託2月分 45,545

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託2月分 10,931

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託2月分 4,251

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（29霞-1）完了金 46,315,040

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事（完了金） 4,049,856

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事（完了金） 1,042,368

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 第二市街地整備事務所給排水設備更新工事（完了金） 603,776

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 委託料 東京都第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託3月分 284,597
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都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託3月分 77,060

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託3月分 38,894

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託3月分 9,334

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 第二市街地整備事務所庁舎建物管理委託3月分 3,630

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月10日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 庁有車のETCカード利用に係る前渡金の支出及精算３月 2,220

都市整備局
第二市街地整備事
務所

管理課 平成30年05月15日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 都市改造費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（３月分） 29,594

都市整備局 市街地整備部
多摩ニュータウン整
備事務所

平成30年05月01日 一般会計 都市整備費 市街地整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 129

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 江戸川区船堀一丁目第2団地(2期)集会所ｽﾛｰﾌﾟ改修工事 115,560

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 江戸川区船堀一丁目第2団地(2期)集会所ｽﾛｰﾌﾟ改修工事 16,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 江戸川区船堀一丁目第2団地(2期)集会所ｽﾛｰﾌﾟ改修工事 97,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 90,134

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月15日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 委託料 東部住宅建設事務所庁舎自動ドア定期点検保守委託 125,280

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 板橋富士見町第３団地集会所建設工事その２ 5,891,280

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 板橋富士見町第３団地集会所建設工事その２ 6,551,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 板橋富士見町第３団地集会所建設工事その２ 5,343,480

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 板橋富士見町第３団地集会所建設工事その２ 1,315,440

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 336,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 336,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,627,780

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 336,200

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,807,980

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 376,800

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 387,640

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,127,900

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,834,280

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,059,340

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,490,100

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,710,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 4,036,260

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 219,120

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 4,255,380

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,710,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,710,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,182,620
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都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,710,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,391,880

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 209,580

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,291,100

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,818,480

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 5,348,340

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 5,348,340

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,182,620

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 4,038,380

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,818,680

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 3,710,160

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 27,704,080

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 2,909,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 15,078,240

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 1,560,600

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 14,936,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 1,537,920

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 14,936,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 1,537,920

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 25H-109～112東(北区桐ケ丘一丁目GW02街区)整備工事 3,568,320

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 20,900,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 23,100,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 59,873,520

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 67,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 28,000,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 59,459,760

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 25,500,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 129,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 43,300,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 14,668,560

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 40,700,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 41,200,000

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 213,640

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 24,411,080

67 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月24日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務委託 226,761,996

都市整備局
東部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月25日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 辰巳一丁目団地建替事業環境影響評価事後調査(その４) 1,296,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅立川市一番町五丁目団地(2期)建物設計 1,807,380

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅立川市一番町五丁目団地(2期)建物設計 2,036,800

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅立川市一番町五丁目団地(2期)建物設計 2,036,800

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 都営中層住宅立川市一番町五丁目団地(2期)建物設計 1,761,540

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

配電施設の撤去及び移設について（H26旭丘一丁目） 1,350,850

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 工事請負費 都営住宅27H-101西（練馬区東大泉三丁目第4）工事 31,600,000

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月01日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 20,259

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

配電施設等の移設及び撤去（東京街道団地後期１期） 2,610,410

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

配電施設等の撤去及び移設(東京街道団地後期1期) 1,959,821

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井四丁目ｱﾊﾟｰﾄ5号棟）11－12月分 5,596

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート8号棟）9－12月分 20,344

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート9号棟）9－12月分 7,910

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月10日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料(桜上水五丁目ｱﾊﾟｰﾄ3-5号棟)29.1・12月分 46,748

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 564,451

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 787,038

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,351,489

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,351,489

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 341,627

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,283,008

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,403,088

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,980,880

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,012,711

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,071,648

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 158,891

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 249,642

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 660,764

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 145,265

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 250,827

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 513,759

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,884,559

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,242,344

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,008,872

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,162,512

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 755,568

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 903,960

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,907,312

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,907,312

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,339,016

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 1,339,016

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 2,295,456

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月16日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅建設工事に係る工事監理業務委託 382,576

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 H29東京街道団地建替事業環境影響評価変更届作成委託 5,378,400

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート10号棟）9－12月分 19,159

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート12号棟）9－12月分 15,945

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート13号棟）9－12月分 2,929

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート15号棟）9－12月分 5,514

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート17号棟）9－12月分 4,299

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート18号棟）9-12月分 6,171

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート19号棟）9－12月分 4,819

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート20号棟）11－12月分 2,269

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート21号棟）9－12月分 6,895

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート22号棟）9－12月分 9,513

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート23号棟）9－12月分 10,887

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート24号棟）9－12月分 4,499

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート25号棟）9－12月分 8,768

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート26号棟）9－12月分 10,674

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート27号棟）9－12月分 5,458

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート29号棟）9－12月分 1,380

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート30号棟）9－12月分 7,714

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート31号棟）9－12月分 5,317

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート32号棟）9－12月分 6,469
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都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート33号棟）9－12月分 2,889

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

未入居電気料（上石神井アパート34号棟）9－12月分 3,242

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務(第4四半期) 387,373,184

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度都営住宅等除却工事に係る業務(第4四半期) 81,823,080

都市整備局
西部住宅建設事務
所

管理課 平成30年05月21日
都営住宅等事業
会計

都営住宅等事業費 都営住宅等事業費 住宅建設費
負担金補助及交付
金

都営住宅等への都市型CATV導入(緑ケ丘二丁目AP2･3号棟 1,296,000

福祉保健局 総務部 計理課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「地方財務」購読料継続支払（第4四半期） 4,833

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給協定に基づく借上料の支払（３月分） 8,800

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給契約に基づく借上料の支払(３月分） 19,440

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給契約に基づく借上料の支払(３月分） 38,880

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 ホテル客室供給契約に基づく借上料の支払（３月分） 1,079,700

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払(3月分) 862,376

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 40,781

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,588

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 厚生福祉の買入れに係る経費の支出について 13,284

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 特定個人情報保護監査実施委託 9,914,400

福祉保健局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 「平成29年度東京都福祉保健基礎調査」の集計加工委託 2,025,000

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 職員の病気休職に係る指定医師診断書料の支出について 91,030

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約の支出 145,977

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度通信教育講座受講支援制度支援金の交付決定 119,335

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する契約の支出 730

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度資格取得支援制度支援金の交付決定 624,229

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都社会福祉保健医療研修センター（H29）教室 288,758

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 委託料 東京都社会福祉保健医療研修センター（H29）教室 8,242

福祉保健局 総務部 職員課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９及び３０年度近接地内旅費の支出 22,700

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 電設技術外７点の買入れ（概算契約）に係る経費の支出 31,902

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都八王子児童相談所（29）内部等改修電気設備工事 19,554,120

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都小山児童学園（29）児童寮浴室等改修工事 18,692,760

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 城北労働・福祉センター（Ｈ29）トイレその他改修工事 11,143,040

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 医学総合研究所(29)P3実験室等照明設備改修工事 6,534,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 日経アーキテクチュアの購読に係る支払について 23,300

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 八王子福祉園外1箇所(29)スプリンクラー設置工事監理 1,089,720

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 江東児童相談所(29)事務室その他改修工事実施設計 1,836,000

福祉保健局 総務部 契約管財課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 八王子福祉園外1箇所(29)スプリンクラー設置工事 7,737,120
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福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 東京都地域福祉支援計画の印刷 922,320

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度「厚生福祉」の購読料の継続支払について 13,284

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 判例情報等検索サービスの利用 44,064

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「児童養護」の買入れ 3,000

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「日経メディカル」外１件の買入れ 31,400

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「NORMA　社協情報」の買入れ 2,810

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 週刊「福祉新聞」の買入れ 19,440

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「社会保険旬報」の買入れ 31,104

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「保健衛生ニュース」の買入れ 32,400

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「病院新聞」の買入れ 22,200

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「ノーマライゼーション　障害者の福祉」の買入れ 9,000

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「シルバー新報」の買入れ 22,680

福祉保健局 総務部 企画政策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 「日経グローカル」の買入れ 90,720

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支払い 11,109

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 特別弔慰金事務等に係る書類の保管委託（単価契約） 224,823

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 59,012

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 12,860

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約に伴う支払について 27,811

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）に伴う支払 64,218

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の借入れ 24,360

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 使用料及賃借料 住民基本台帳ネットワークシステムの借入れ 8,715

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 厚生福祉の購読に伴う支払について 13,284

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

負担金補助及交付
金

平成29年度戦傷病者特別援護法事務費交付金の支出 6,722

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度西新小岩倉庫の警備委託 12,204

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度南千住倉庫の警備委託 30,240

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度城南大橋第二倉庫の警備委託 21,600

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度麻布十番駅地下倉庫の警備委託 14,904

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度白鬚東倉庫の警備委託 14,644

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度塩浜倉庫の警備委託 15,120

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度清澄白河駅地下倉庫の警備委託 14,040

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度船橋倉庫の警備委託 12,960

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度北烏山倉庫の警備委託 19,440

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫外7か所自家用発電機定期点検保守 40,500

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫警備委託 11,880

71 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度白鬚東倉庫のエレベーター定期点検保守委託 238,464

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 東京交通新聞の購読に伴う支払について 16,980

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫外9箇所の消防用設備保守点検委託 293,198

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 ＮＯＲＭＡ社協情報の購読 2,810

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 週刊福祉新聞の購読 19,440

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度城南大橋第二倉庫ＬＰガス料金経費 4,860

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 城南大橋第二倉庫外３か所の電気料金の支払いについて 119,519

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度麻布十番駅地下倉庫湧水下水道料金 2,332

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌類の購読(概算契約)に伴う支払について 76,131

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム印等の買入れ 110,446

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 デスクマットの買入れ 242,514

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読に伴う支払について 93,943

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 南千住倉庫受変電設備修繕 118,584

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 495

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 特別旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 496

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費
旧軍人等事務援護
費

旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 4,220

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 20,869

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 21,517

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 52,597

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 特別旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 3,781

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 20,179

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支払いについて（平成２９年度３月分） 24,239

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 災害救助用毛布の洗浄及び圧縮リパック委託 3,742,200

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 毛利倉庫シャッター修繕 81,648

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度毛利倉庫外7か所自家用発電機定期点検保守 93,177

福祉保健局 生活福祉部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成29年度清澄白河駅地下倉庫外一か所の換気設備保守 225,180

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度被保護者調査年次調査結果の印刷 299,106

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度民間社会福祉施設サービス推進費追加支出 1,842,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 第65回医療扶助実態調査の集計委託 3,186,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度寄りそい型宿泊所の支出について（台東区） 9,408,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度寄りそい型宿泊所の支出について（台東区） 4,764,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度寄りそい型宿泊所の支出について(江戸川区) 3,620,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度寄りそい型宿泊所の支出について（墨田区） 9,708,000

福祉保健局 生活福祉部 保護課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度寄りそい型宿泊所の支出について（大田区） 4,691,000
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福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット接続（プロバイダ）に伴う経費の支出 10,584

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 需用費 一般需用費 心のBF情報のBFに向けた実践プログラムの印刷 1,483,920

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 役務費 インターネット回線移設工事に伴う経費の支出 18,360

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 役務費 民生・児童委員協力員委嘱状の筆耕委託 23,652

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 福祉人材情報バンクシステム運用保守委託 4,752,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 委託料 東京都人材情報ﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑに係るｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ提供委託 1,039,404

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度民生・児童委員協力員事業都交付金の支出 15,612,346

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

生活支援付すまい確保事業補助金の支出（追給） 117,000

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費 委託料 地域居住支援モデル事業委託料第4四半期追給 182,538

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 福祉人材対策費 委託料 H29年度修学資金債権回収委託（単価契約）の支払 1,026,315

福祉保健局 生活福祉部 地域福祉課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 地域福祉推進費
負担金補助及交付
金

地域居住支援モデル事業補助金の支出（追給） 9,944,000

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 平成２９年度夜間調査（第４ブロック） 165,240

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 自立支援センター墨田寮　新築工事実施設計 15,806,120

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度山谷地域等公園特別清掃事業費補助金の支出 1,023,000

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度山谷地域道路特別清掃事業費補助金の支出 28,265,000

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費 需用費 一般需用費 受験生チャレンジ支援貸付事業ポスター外2点の印刷 1,464,347

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 委託料 自立支援センター渋谷寮　不動産鑑定評価業務委託 1,296,000

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 自立支援センター渋谷寮建物改修工事設計委託 3,800,000

福祉保健局 生活福祉部
地域福祉課（旧生活
支援課）

平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 生活支援費
負担金補助及交付
金

Ｈ29路上生活者対策事業運営費補助金の精算及び追給 6,023,529

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（システム処理分） 155,631

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（システム処理分） 23,716

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 東京都高齢者保健福祉計画（平成30-32年度）の印刷 2,164,104

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 東京都高齢者保健福祉計画（平成30-32年度）の印刷 161,708

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 ロボット介護機器事業報告書に係る原稿執筆謝礼 11,200

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 報償費 ロボット介護機器事業報告書に係る原稿執筆謝礼 103,708

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 報償費 ロボット介護機器事業報告書作成に係る原稿執筆謝礼 111,364

福祉保健局 高齢社会対策部 計画課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度ロボット介護機器モデル事業補助金の支出 3,038,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 報償費 H29年度認知症介護指導者養成研修面接員の報償費支出 12,030

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 需用費 一般需用費 看護師認知症対応力向上研修テキストの印刷 847,800

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 介護予防に係る情報共有ネットワーク運営業務委託 9,990,000

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度地域リハアドバイザー委託料支出(確定払分) 9,493,232

福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ運営事業委託料の額確定 4,226,062

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 仲町構内外１か所自家用電気工作物保守委託に係る支出 13,879

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 仲町構内外１か所自家用電気工作物保守委託に係る支出 7,721
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 1,077,870,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29都市型軽費整備費補助事業補助金の支出（足立区） 8,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(世田谷区) 69,300,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 3,540,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 496,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 350,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29民間社会福祉施設ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金精算・追加支出 5,679,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29都市型軽費整備費補助事業補助金の支出（板橋区） 3,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 617,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29訪問看護ステーション施設整備費補助金の支出 1,874,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 5,463,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 2,826,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 4,064,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢者病院費 委託料 平成29年度複合施設緑地清掃業務委託の契約代金の支出 71,100

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置支援事業補助金の支出 646,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地を活用した特養設置支援補助金の支出 963,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 143,568

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 103,752

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29介護老人保健施設等整備費補助金の支出 604,605,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 6,584,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(大田区) 91,500,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29都市型軽費整備費補助事業補助金の支出（大田区） 5,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 845,144,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 31,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 365,328,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度定期借地権利用整備補助金の支出について 524,940,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 2,268,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置補助金の支出について 2,585,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置補助金の支出について 2,038,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 38,774,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29老健併設型訪問看護ステーション整備費補助金支出 3,800,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 14,913,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 143,568

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 福祉保健局仲町構内外１か所警備等業務委託に係る支出 103,752
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 330,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 1,422,630,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用による整備補助金の支出 580,282,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用による整備補助金の支出 515,339,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29介護老人保健施設施設整備費補助金の支出 664,107,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 306,760,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29都市型軽費整備費補助事業補助金の支出（杉並区） 100,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 8,840,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置補助金の支出について 751,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 45,080,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 8,922,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 184,507,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地補助金の支出について 799,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(東村山市) 100,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(稲城市) 28,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 121,068,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 50,825,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 10,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29都市型軽費整備費補助事業補助金の支出（世田谷区） 107,800,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 130,587,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(江東区) 450,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養等設置支援事業補助金の支出 484,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 510,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢者病院費 委託料 平成29年度複合施設緑地清掃業務委託の契約代金の支出 71,100

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 1,791,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(板橋区) 61,200,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権による補助金の支出について 1,000,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置補助金の支出について 5,119,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(国分寺市) 28,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 79,276,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(府中市) 59,400,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地を活用した特養設置支援補助金の支出 2,817,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 256,486,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 25,686,000
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 212,700,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 222,934,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(町田市) 60,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置補助金の支出について 1,575,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(新宿区) 54,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(品川区) 18,308,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(国分寺市) 6,074,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度借地活用特養設置支援事業補助金の支出 530,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 4,637,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 147,168,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 6,702,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

財産処分に伴う国庫返納金の支出（町田市） 6,874,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 52,164,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 順天堂東京江東高齢者医療センターの産業廃棄物の 48,600

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 順天堂東京江東高齢者医療センターの産業廃棄物の 243,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(中野区) 339,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(立川市) 239,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29特養等看取り対応改修補助事業補助金の支出 792,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 463,052,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(練馬区) 700,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 東京都福祉保健局板橋構内（都有地）における敷地分割 7,560,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29介護老人保健施設施設整備費補助金の支出 16,800,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 50,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(世田谷区) 133,104,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 62,100,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 94,392,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 86,940,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 43,470,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(目黒区) 15,804,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度区市町村所有地活用整備促進事業補助金の支出 77,961,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 7,797,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 6,375,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(練馬区) 181,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 500,000
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 7,962,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(文京区) 35,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(文京区) 16,981,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 7,420,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 4,750,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度老健併設型訪看施設整備費補助金の支出 1,780,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 4,669,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(八王子市) 16,983,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 9,129,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29特養等看取り対応改修補助事業補助金の支出 2,316,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29特養等看取り対応改修補助事業補助金の支出 2,154,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29特養等看取り対応改修補助事業補助金の支出 2,869,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29特養等看取り対応改修補助事業補助金の支出 3,700,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定期借地権利用整備補助金の支出について 111,455,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(葛飾区) 50,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29定期借地権利用整備促進特別対策事業補助金の支出 307,525,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度介護老人保健施設施設整備費補助金の支出 1,097,555,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(日野市) 16,773,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(杉並区) 2,377,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 東村山ナーシングホーム引越業務委託契約の支出 3,218,400

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29定期借地権利用による一時金補助金（杉並区） 14,933,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29定期借地権利用による一時金補助金（中野区） 55,810,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 33,960,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 31,050,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 68,310,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(荒川区) 5,602,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 4,134,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(三鷹市) 47,500,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(渋谷区) 47,400,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(北区) 3,307,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(中野区) 24,500,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 197,800,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度地域密着型重点整備補助金(三鷹市) 11,648,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 85,254,000
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福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度開設準備経費補助金の支出について(第2回) 436,466,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(北区) 44,550,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29老健併設型訪問看護ステーション整備費補助金支出 252,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 62,104,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29施設開設準備経費補助金の支出について 87,018,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した特養等設置支援事業補助金の支出 7,661,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(荒川区) 44,580,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(立川市) 70,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度認知症高齢者グループホーム補助金(杉並区) 80,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29地密サービス整備助成事業の支出(八王子市外8市町) 293,997,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度老人福祉施設整備費補助金の支出について 7,975,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29地密サービス整備助成事業の支出(新宿区外13区) 918,312,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29介護老人保健施設施設整備費補助金の支出 72,400,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢者病院費
負担金補助及交付
金

平成29年度高齢者専門病院運営費補助金の精算及び支出 115,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

H29ＥＰＡ介護福祉士研修費補助金の支出 62,554,000

福祉保健局 高齢社会対策部 施設支援課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度ユニットケア研修事業委託費の支出 10,804,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度潜在的介護職員活用推進事業（2月分）支出 2,436,399

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度代替職員確保事業（2月分） 5,526,832

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 介護事業者指定情報提供システムのプログラム改修委託 1,654,200

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 介護事業者指定情報提供システムのプログラム改修委託 2,888,280

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 需用費 一般需用費 認定調査員テキスト外３点の印刷 1,433,684

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 需用費 一般需用費 認定調査員テキスト外３点の印刷 240,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 認定調査員テキスト外３点の印刷 334,846

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年代替職員確保事業（2月追加契約分） 3,076,447

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29新任訪問看護師就労応援事業に係る補助金支出 260,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 601,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 628,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 375,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 225,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 375,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 375,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 25,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29新任訪問看護師就労応援事業補助金支出 225,000
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福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 375,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 794,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 618,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 269,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 897,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST事務職員雇用支援事業 413,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 888,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 245,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 765,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 1,439,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 1,540,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 1,578,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 1,332,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ステーション代替職員確保補助金支出 1,535,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29新任訪問看護師就労応援事業費補助金支出 1,382,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 委託料 29年度東京都指定調査機関業務委託契約金（後期）支出 18,734,832

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 168,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST事務職員雇用支援事業 1,473,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST事務職員雇用支援事業 1,143,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST事務職員雇用支援事業 601,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ステーション代替職員確保支援補助金支出 636,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 944,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業補助金支出⑩ 58,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 28,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 229,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出① 4,295,936

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出② 3,627,932

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出③ 4,459,867

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出④ 3,201,009

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑤ 4,137,317

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑧ 4,135,322

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑨ 4,163,276

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑥ 2,460,238

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑩ 1,514,353
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福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑪ 1,143,340

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29東京都訪問看護教育ＳＴ事業経費支出⑬ 2,178,734

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,007,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,127,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29訪問看護教育ステーション事業に係る委託料の支出 2,059,936

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度潜在的介護職員活用推進事業（3月分）支出 1,780,474

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 平成29年度代替職員確保事業（3月分） 8,910,405

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 Ｈ29訪問看護教育ＳＴ事業に係る委託料の支出⑫ 1,144,361

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費 委託料 介護現場での学生活用基礎調査等に係る業務委託 4,497,903

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 997,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ST認定看護師資格取得支援事業 1,052,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 474,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,227,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,420,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,000,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 644,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 1,674,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 880,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ事務職員雇用支援事業 739,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度訪問看護ＳＴ認定看護師資格取得支援事業 1,052,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

Ｈ29訪問看護ＳＴ代替職員確保支援事業補助金支出 1,771,000

福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 高齢福祉費
負担金補助及交付
金

29年度介護職員ｷｬﾘｱﾊﾟｽ導入促進事業費補助金の支出 211,646,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 H29子育て応援パスポートステッカーの作成及び配送 223,560

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 H29子育て応援パスポートステッカーの作成及び配送 2,248,182

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 H29年度チケットによるタクシー料金の支出（3月分） 757,229

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 H29年度チケットによるタクシー料金の支出 40,349

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 特別職非常勤職員の旅費の支出 25,311

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外5紙の年間購読 30,540

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度児童養護の年間購読契約に係る経費の支出 3,000

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出（平成30年3月分）について 379,684

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 普通旅費の支出（平成30年3月分）について 60,438

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 普通旅費の支出（平成30年3月分）について 110,134

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌等の年間購読契約に係る支出 76,897

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 「避難所管理運営の指針」の印刷 293,760
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福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎の使用に係る経費の支出(警備等)1～3月分 9,212

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 追録の購入 18,206

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設設置届等経由事務交付金の支出 6,536,248

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 平成29年度3月分前渡金（役務費）の支払について 432

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費
負担金補助及交付
金

広尾庁舎の使用に係る経費の支出(消防・電気設備) 32,817

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費等の支出（平成30年3月分旅費　5月支出分） 1,300

福祉保健局 少子社会対策部 計画課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 旅費 特別旅費 普通旅費等の支出（平成30年3月分旅費　5月支出分） 432

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度児童福祉施設等整備費補助金(母子生活支援施設) 15,043,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 高等職業訓練修了支援給付金の支出(29－東修2） 50,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 175,536

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 559,360

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,290,294

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,727,206

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 561,342

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 501,650

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,086,680

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 703,354

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 88,410

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 568,662

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 469,126

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 192,744

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 150,660

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度児童福祉等整備費補助金支出(母子生活支援施設) 3,440,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度児童福祉施設等整備費補助金支出(母子支援施設) 449,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度すまい確保支援事業委託料支出 648,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都ＧＨ・ＦＨ整備費補助金の支出 100,524,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 72,998,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度民間移譲に係る整備費補助金の支出 27,052,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費補助金（乳児院）の追加支出 10,588,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（母子）の精算及び支出 3,628,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

民間福祉施設サービス推進費補助（児童養護施設） 94,667,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日
母子父子福祉貸
付資金会計

貸付費 貸付費 貸付費 委託料 29母子父子福祉資金滞納金回収等委託に係る経費の支出 1,086,646

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都里親委託交流事業補助金の支出（FH） 192,200

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 572,893
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 725,680

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 974,513

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 3,424,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度定員割愛に係る扶助費の支出について 58,584

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度事務用パソコンの買入 1,210,572

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 1,087,548

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 588,826

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 平成29年度専門養育家庭研修業務委託に係る経費の支出 75,600

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度GH・FH整備費補助金の支出 354,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 平成29年度母子生活支援施設解体工事委託料支出 42,219,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助（防犯等）の支出 9,461,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑに対する措置費の支払いについて 88,704

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 362,856,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 225,960,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度あけの星学園建物維持管理費補助金の支出 1,496,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 平成29年度ﾚｽﾊﾟｲﾄ･ｹｱ事業の実施に係る交流経費の支出 257,600

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 29母子・女性緊急一時保護委託契約に係る委託料支払 185,728

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 29母子・女性緊急一時保護委託契約の支払（再契約） 329,400

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 187,747,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度GH・FH設備整備費補助金の支出 3,735,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 2,368,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29年度児童福祉施設等整備費補助金支出(母子施設) 1,350,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

H29サービス推進費等補助金（自立H）の追加支出 2,494,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 251,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 952,959

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 船形学園職員住宅非常用放送設備設置工事経費の支出 1,782,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 29年度自立援助ホーム事業委託費 276,190

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 使用料及賃借料 小山児童学園仮設トイレ借入れ契約に係る経費の支出 296,568

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 平成29年度伊豆長岡学園解体工事に係る委託料の支出 38,871,138

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29児童養護施設等の生活向上のための環境改善（FH） 29,840,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度児童福祉施設等整備費補助金の支出 119,035,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 委託料 石神井学園アリーナ棟屋上清掃委託に係る経費の支出 251,640

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29東京都養育家庭自立援助事業補助金（FH）の支出 738,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 169,156

82 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度児童養護施設等環境改善事業支出（里親） 11,076,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,400,234

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,166,088

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 4,690,821

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,126,948

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,415,611

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,766,882

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 4,725,280

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,154,888

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,416,044

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,843,744

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,499,555

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,796,343

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,780,319

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 9,119,619

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 893,249

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,353,146

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 5,346,287

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,827,147

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,319,800

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,031,323

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,488,581

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,648,363

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,096,693

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,720,998

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 5,458,671

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 750,408

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 756,190

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,998,427

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 5,965,177

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度児童養護施設等の環境改善事業補助金の支出 46,292,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,895,036

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,446,349

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,366,807
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福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 3,638,023

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,448,093

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 3,061,714

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,713,193

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の支出について 683,938

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,869,030

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,728,186

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 3,077,515

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 6,044,300

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 4,732,456

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,764,534

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,503,873

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,334,120

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 1,688,854

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 3,767,149

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

Ｈ29東京都養育家庭等自立援助事業補助金(里親)の支出 1,752,000

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,231,557

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 4,712,692

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 2,107,283

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 800,875

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 620,337

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 442,671

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 扶助費 児童養護施設に対する措置費の決定及び継続支払 791,475

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29専門機能強化型児童養護施設運営費補助金精算支出 137,575

福祉保健局 少子社会対策部 育成支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度里親交流事業補助金支出（第4四半期） 3,121,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 委託料 子供・子育てに関する施設等情報サイトの開発及び保守 9,396,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金2回変更決定に伴う追加支出 21,828,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

29保育サービス推進事業補助金の追加支出について 380,964,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度民有地マッチング事業補助金の支出について 8,262,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度耐震化促進事業（耐震診断）補助金の支出 1,239,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度重大事故防止のための補助金の支出について 124,606,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度認定こども園施設整備事業補助金の支出 125,820,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度認定こども園施設整備事業補助金の支出 34,250,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度借地を活用した認可保育所設置支援事業支出 67,845,000
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福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度多様な主体による保育所緊急整備事業支出 112,409,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

H29年度地域型保育事業（事業所内保育事業）支援事業 92,037,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度保育所緊急整備事業補助金の支出について 1,077,501,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29年度保育所等ICT化推進事業補助金の支出について 783,715,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金 74,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度賃貸物件による保育所整備事業補助金の支出 16,974,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度賃貸物件による保育所整備事業補助金の支出 22,245,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度保育体制強化事業費補助金の支出について 86,520,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成３０年東京都保育環境改善等事業の支出について 4,401,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度保育補助者雇上強化事業費補助金の支出 38,308,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度保育士試験による資格取得事業補助金の支出 555,151

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

29年度認可保育所屋外遊戯場芝生化事業補助金の支出 22,932,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度現任保育従事職員資格取得事業補助金の支出 1,786,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29年度被災した子供の健康・生活対策事業補助金の支出 1,190,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度民間社会福祉施設設備改善費補助金の支出 14,701,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 委託料 保育の仕事に係る普及啓発委託 2,918,948

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

29年度認可保育所芝生化維持管理経費補助金の支出 1,856,000

福祉保健局 少子社会対策部 保育支援課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

29年度認可保育所芝生化維持管理経費補助金の支出 259,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 妊娠適齢期に関する普及啓発に係る広告掲載委託 6,993,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,509

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,285

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成２９年度先天性代謝異常等検査委託料（単価契約） 27,477,197

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度生涯を通じた女性の健康支援事業委託料支出 2,516,659

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度生涯を通じた女性の健康支援事業委託料支出 1,522,281

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 ビフレンダーによる電話相談業務委託に係る経費の支出 408,499

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度女性の健康及び妊娠・出産相談業務委託 9,990,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月09日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成28年度未熟児養育医療費等国庫負担金の返納 283,504

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 需用費 一般需用費 心理学パンフレットの印刷 97,200

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 子供手帳モデルの検討支援業務委託 9,218,452

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 扶助費 平成29年度入院助産事業保護費の支出について 7,533,280

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度子供の健康相談室医師の相談対応業務委託 2,091,995

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 役務費 ＃８０００ダイヤルサービス料の支出について 12,606

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 子供の健康相談室（小児救急相談）事業委託 56,369,520

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 平成29年度子供の心診療支援拠点病院事業の委託料支出 9,079,895
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福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 東京都児童相談所全国共通ダイヤル相談等業務委託 1,647,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度児童養護施設等の環境改善事業補助金の支出 13,477,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 児童虐待対策委員会研修講師謝礼金の支出について 16,073

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 29病床確保による一時保護機能強化事業の経費の支出 9,749,895

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村小慢受理事務交付金の支出 957,950

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度八王子・町田市事務処理特例交付金の支出 2,860

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 「平机外３件の買入れ」契約の支払について 3,294,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

29年度特別区小慢受理事務交付金の支出 1,589,315

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都育成医療事業負担金に係る追加支出 3,944,647

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度学童クラブ整備費補助金に係る支出について 109,435,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 第三者委員試行活動謝礼金の支出 369,488

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 一時保護所外部評価業務委託の委託料支払 6,706,800

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談所情報管理ｼｽﾃﾑの保守運用支援委託(29下半期) 12,360,000

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 児童相談所情報管理ｼｽﾃﾑの改修委託(法改正対応等) 3,532,356

福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰのﾃﾞｰﾀ標準ﾚｲｱｳﾄ改版に伴う児相ｼｽﾃﾑ改修委託 4,520,890

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）防犯緊急対策事業補助金支出 11,566,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者通所施設等整備費補助金の支出 25,804,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 363,268

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

Ｈ２９定期借地権利用に対する補助金支出 3,589,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（給付費入所施設）精算 1,805,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）施設整備費補助金支出 48,157,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 2,835,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した施設設置支援事業補助金の支出 1,800,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 607,413

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その１） 19,260,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その１） 4,615,900

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その２） 9,244,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その２） 1,317,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その５） 1,540,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その７） 1,540,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その７） 99,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その８） 1,540,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その８） 282,100

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その１０） 1,540,800
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その１０） 1,385,700

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（差額・3月分） 463,811

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入について 8,281

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,026

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 38,767

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度ファクシミリの借入れに係る経費の支出 5,680

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバの借入れに係る支出について 24,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度ファクシミリの借入に係る支出について 14,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度印刷機の借入れに係る経費の支出について 9,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度データ管理機器の借入れに係る支出について 18,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　福祉新聞の購読料の支出 4,860

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者（児）施設整備費補助金の支出 150,675,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者通所施設等整備費補助金の支出 21,726,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者通所施設等整備費補助金の支出 14,265,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 H29医療的ｹｱ対応促進ﾓﾃﾞﾙ事業委託料の支出（３月分） 224,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 479,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成２９年度　新聞の購読料の支出 70,164

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　厚生福祉の購読料の支出について 13,284

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 平成２９年度雑誌の購入に係る経費の支出 12,212

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

障害者（児）施設整備費補助金の支出について 19,313,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

多摩分室上下水道・電気料金の継続支払（３月分） 7,670

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者通所施設等整備費補助金の支出 14,504,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者通所施設等整備費補助金の支出 5,043,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 32,115,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 1,927,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 就労支援機関等スキル向上事業に係る委託料支出 1,021,680

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（3月・差額） 1,659,335

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 16,026,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 Ｈ30.4報酬改定等に伴う事業者台帳システムの改修等 6,117,498

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（障害者支援施設） 141,882,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度サービス推進費（都外障害者支援施設） 37,990,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29東京都民間社会福祉施設ｻｰﾋﾞｽ推進費追加支出 20,283,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 「東京都の精神保健福祉（平成28年度版）」の印刷 299,959

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 中途失聴者・難聴者手話講習会における要約筆記の委託 580,800
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出について 900,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出について 405,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した施設設置支援事業補助金の支出 270,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

負担金補助及交付
金

平成２９年度解体工事に係る費用の支出 38,561,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度障害者通所施設等整備費補助金支出 3,990,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 3,536,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 3,304,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29借地を活用した施設設置支援事業補助金の支出 10,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 旅客自動車による運送の契約（単価契約）（３月分） 126,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成29年度東京都福祉会館建物管理委託（１月分） 1,651,320

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成29年度東京都福祉会館建物管理委託（２月分） 1,969,920

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 平成29年度東京都福祉会館建物管理委託（３月分） 1,510,920

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

29年度知的身体障害者等GH開設準備経費等補助金の支出 4,683,179

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その９） 1,540,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その９） 213,900

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設整備費補助金の支出 66,586,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度建物維持管理経費補助金（日野療護園）支出 30,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金支出 1,378,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（3月分） 7,776,218

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者（児）防犯緊急対策事業補助金支出 2,493,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員3月分 671,160

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29児童福祉法に基づく措置費の支出（12～3月精算分） 788,223

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 扶助費 29精神通院医療費助成制度に係る医療費支出(現物給付) 221,093

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 多摩分室清掃委託に係る経費の支出(２月分) 22,781

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度短期入所開設準備経費等補助金の支出 1,132,970

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 ジャンパーの買入れ 76,032

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

Ｈ29定期借地権利用による整備促進事業補助金の支出 5,400,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 東京都東村山福祉園（H29)仮設建物電気錠設置工事 10,260,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 高額障害児入所給付費の支給決定及び支出 7,004

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29調布福祉園建物維持管理経費補助金精算 519,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29練馬福祉園建物維持管理経費補助金　精算（支出） 1,253,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度建物維持管理経費補助金（町田福祉園）支出 1,005,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29東京高次脳機能障害者支援ﾎｰﾑ建管補助金 支出(追給) 479,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29大泉障害者支援ﾎｰﾑ建物維持管理経費補助金 支出 378,000
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 Ｈ29地域療育支援事業（島4） 1,095,280

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約に伴う支出(単価契約)(追加分) 14,560

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 速記委託契約(単価契約・発達障害者支援協議会) 48,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 役務費 速記委託契約(単価契約・発達障害者シンポジウム) 64,260

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日
心身障害者扶養
年金会計

扶養年金費 扶養年金費 扶養年金費 委託料 心身障害者扶養年金システムの改修委託 982,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 「福トラ」KURUMIRUイベント用組立式什器の買入れ 268,272

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 指定書類等のデータ管理運用委託に係る支出について 879,012

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神保健医療課荏原分室空調設備等の点検・清掃委託 205,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 平成29年度における旅費の支出について 9,068

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託（初期救急） 16,334,559

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託（二次救急） 56,492,751

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９障害者（児）施設整備費補助金支出 127,744,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託（トリアージ） 8,136,282

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託（後方医療） 24,441,537

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員3月分 220,150

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都精神保健福祉一般相談事業交付金 255,940,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 4,343

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 19,836

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 534

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 737,998

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 54,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)に係る支出 38,210

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度知的障害児等療育支援事業委託料の支出 1,715,820

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 荏原分室清掃委託に係る経費の支出(３月分) 15,337

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 荏原分室インターネット接続に係る支出(３月分) 2,408

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ＡＥＤの借入れに係る経費の支出(３月分) 13,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ(荏原分室外９か所３月分) 52,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 扶助費 H29年度児童福祉法に基づく措置費の支出（差額・3月） 2,953,727

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

２９年度借地を活用した施設設置支援事業補助金支出 42,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 グループホーム活用型ショートステイ事業委託料支出 451,418

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 362,796

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 68,233

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 平成２９年度タクシー利用料金の支出について 527,662

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

２９民間移譲施設整備費補助金の支出（大田通勤寮） 231,229,000
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 3,375,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者通所施設等整備費補助金の支出 52,496,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 15,754,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）防犯緊急対策事業補助金支出 22,178,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）防犯緊急対策事業補助金支出 25,762,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 8,199,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 35,955,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度民間社会福祉施設設備改善整備費補助支出 957,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 「福トラ」KURUMIRU店舗内修繕等作業 290,412

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 多摩分室清掃委託に係る経費の支出(３月分) 22,781

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 多摩分室のエアーコンディショナーの買入れ 249,480

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度重症心身障害児（者）通所受入促進員3月分 408,170

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度建物維持管理経費補助金（多摩療護園）支出 694,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 荏原分室外１か所白衣等洗濯(単価契約)(第４四半期分) 172,139

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神保健医療課荏原分室樹木管理委託 345,600

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 精神保健医療課荏原分室空調設備修繕 288,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 窓付き封筒の印刷 225,720

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

29年度心身障害者福祉手当都負担金額確定(追加支出) 6,432,500

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 8,820,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29障害者（児）施設整備特別促進補助金の支出 95,206,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 H29医療的ケア対応促進モデル事業委託料支出（3月分） 213,940

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29定期借地権活用による整備促進補助金の支出 11,419,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 旧多摩療護園敷地の急傾斜地崩壊防止構造物健全度調査 918,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日
心身障害者扶養
年金会計

扶養年金費 扶養年金費 扶養年金費 委託料 心身障害者扶養年金・扶養共済システム運用支援委託 3,514,482

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 心身障害者扶養年金・扶養共済システム運用支援委託 3,986,820

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 障害者の福祉の購読 9,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 22,353,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設整備費補助金の支出 214,807,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 3,352,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９障害者（児）施設整備特別促進補助金支出 68,910,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 3,827,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度事務処理特例交付金の支出 10,788

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度事務処理特例交付金の支出 8,990

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 Ｈ29地域療育支援事業（心④） 746,720
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

解体工事及び汚染土搬出処分工事に係る費用の支出 6,301,260

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29はばたきの郷 八王子自立ホーム建管補助金 追給 379,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 荏原分室電子複写機の複写サービス契約支出(３月分) 8,289

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 廃棄文書溶解処理委託支出 120,960

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助支出 500,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 緊急自動車運行委託（単価契約）継続支払(３月分) 6,367,859

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度東京都ICT遠隔手話通訳等モデル事業 8,510,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者（児）施設防犯緊急対策事業支出 3,386,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 456,172,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 日野療護園(H29)共通棟エレベーター改修工事経費支出 11,512,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 646,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 都営交通乗車証発行に伴う交付等委託の支出について 2,742,377

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度障害者（児）施設整備費補助金の支出 353,261,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

負担金補助及交付
金

八王子市大塚土砂災害対応協定費用負担額の支出 18,185,434

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 特別旅費 特別職非常勤職員（看護員）の旅費の支出について 56,446

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 需用費 一般需用費 29発達障害者支援地域協議会・シンポジウム報告書印刷 299,052

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 歯科ユニット一式の買入れ 4,187,634

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 歯科ユニット一式の買入れ 3,865,206

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度認知症専門病棟運営費補助の精算及び支出 35,843,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成２９日の出福祉園建物維持管理経費補助金精算 1,968,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（都型通勤寮）精算・支出 194,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

２９年度定期借地権利用による整備促進事業補助金支出 4,365,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（都型通勤寮）精算・支出 465,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29年度ｻｰﾋﾞｽ推進費補助金（都型通勤寮）精算・支出 26,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その３） 2,311,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 29重心短期入所病床確保委託料支出（その３） 1,171,800

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 高次脳機能障害事業(専門リハビリテーション)の支出 3,081,960

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29障害者（児）施設防犯緊急対策事業補助金の支出 2,575,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度障害者（児）施設整備費補助金支出 47,315,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 3,375,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 2,536,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 委託料 平成29年度ヘルプマーク普及啓発業務委託 6,458,400

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（第4四半期） 97,782

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（第4四半期） 291,561
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（第4四半期） 512,907

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（第4四半期） 654,522

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの追加契約（その２）に係る支出について 4,810

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスの追加契約に係る支出について 287,280

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 2,624,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度ＧＨ等安全対策事業補助金の支出 900,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都在宅障害者福祉事業費等補助金の支出 524,313,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度障害者通所施設等整備費補助金の支出 5,437,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 労働者派遣（処遇改善（特別）加算に係る事務） 837,381

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 労働者派遣（処遇改善（特別）加算に係る事務） 947,596

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度障害者通所施設等整備費補助金支出 2,148,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託及び家電リサイクル 461,662

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託及び家電リサイクル 138,240

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29民間移譲施設整備費補助金 30,948,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費
負担金補助及交付
金

29年度知的身体障害者等GH開設準備経費等補助金の支出 6,195,320

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村事務費等交付金の支出（訂正） 4,058,149

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託料の支出 21,137,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託料の支出 21,137,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 29年度都営交通乗車証発行に伴う交付等委託料の支出 958,420

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 29年度都営交通乗車証発行に伴う交付等委託料の支出 680,195

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 医療用参考図書の購入について 953,838

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 サージカルマスク外３１点の買入れ 299,589

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 多摩分室空調設備の点検・清掃委託 45,360

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（民間病院等第4四半期） 9,501,804

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託料の支出 21,137,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 身体合併症委託料の支出（第4四半期） 5,664,226

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 精神科夜間休日救急診療事業委託料の支出 21,137,472

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29民間移譲施設整備費補助金 39,869,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

29民間移譲施設整備費補助金 414,987,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 委託料 平成29年度身体障害者補助犬給付事業に係る委託費 23,814,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 報償費 平成29年度下半期　措置入院協力謝金の支出 79,261,200

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

H29東京都民間社会福祉施設サービス推進費の追加支出 2,867,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成２９年度民間社会福祉施設設備改善整備費の支出 2,484,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

29借地を活用した施設設置支援事業補助金の支出(継続) 13,397,000
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福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度医療費助成申請書等受理事務交付金の支出 11,270

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度医療費助成申請書等受理事務交付金の支出 144,855,562

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成２９年度医療費助成申請書等受理事務交付金の支出 2,582,302

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成２９年度未払い分） 9,678

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

負担金補助及交付
金

平成29年度日の出福祉園解体工事費用負担に係る支出 45,360,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度生活実習所運営経費補助金の精算及び支出 607,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度生活実習所運営経費補助金の精算及び支出 461,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度精神保健福祉士配置促進事業補助金の支出 54,000,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度精神保健福祉法報告業務補助金（下半期） 27,345,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度精神保健福祉法報告業務補助金（下半期） 2,880,000

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度精神障害者早期退院支援事業補助金の支出 1,291,040

福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費
負担金補助及交付
金

29-4精神障害者早期退院支援事業補助金の支出 602,000

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,768

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,310

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,800

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 58,422

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 69,334

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 80,374

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに関する経費の支出 33,302

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 医師募集広告の掲載 1,890,000

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 34,130

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 管理費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 3,922

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 2,119

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 34,129

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 1,360

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 24,598

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 10,905

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 3,521

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 特別旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費（平成30年3月分） 1,822

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 普通旅費 確定払いの旅費の支出について（平成30年3月分） 843

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費 旅費 特別旅費 確定払いの旅費の支出について（平成30年3月分） 838

福祉保健局 保健政策部 保健政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 旅費 普通旅費 福祉保健局保健政策部確定払旅費の支出(平成30年3月) 996

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度行政財産に係る経費の支出（光熱水費） 28,740

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,749
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福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 平成２９年度雑誌の購読料の支出 59,805

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 TOKYO WALKING MAP区市町村マップ追加等委託その2 4,060,800

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

大久保分庁舎清掃費に係る負担金の支出（3月分） 7,821

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 ＬＩＮＥを活用した自殺相談運営委託の支出 7,900,200

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度健康増進事業都補助金（任意事業）の支出 32,304,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費
負担金補助及交付
金

29年度健康増進事業都補助金交付額支出（法定事業） 739,584,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

29年度健康増進事業都補助金交付額支出（法定事業） 112,445,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 とうきょう健康ステーションの更新委託 496,800

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 とうきょう健康ステーションの原稿執筆委託 270,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域自殺対策強化補助事業補助金支出 29,309,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域自殺対策強化交付金額の支出(区市町村) 35,331,000

福祉保健局 保健政策部 健康推進課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 委託料 東京都職域健康づくり推進事業取組企業分析等委託支払 6,480,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 健康管理手帳（ＨＢ・ＨＣ）の印刷 2,571,912

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 2,256

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 2,020

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,759

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 2,246,629

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 632,755

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

役務費 難病医療費助成等の更新等業務委託の継続支払い 104,100

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 難病患者就労等サポート事業の運営業務委託 2,545,560

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託（その２） 7,446

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 雑誌の購読に係る経費の支出 112,289

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 難病医療費等助成に係る更新通知の封入作業委託の支払 1,231,404

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 難病医療費等助成に係る更新通知の封入作業委託の支払 998,588

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度腎臓移植組織適合性検査費助成額の継続支払 120,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 「難病医療券の更新手続きについて」外１０件の印刷 3,564,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

委託料 健康診断検査料の支出について 4,233,139

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ周知用ﾄﾚｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの映像制作及び放映委託 3,907,440

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度東京都臓器移植連絡調整業務委託料の支出 3,890,890

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度献血者登録制度推進事業補助金の支出 1,200,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度献血広報事業補助金の支出 3,605,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 特定医療費受給者証等の封入作業委託（その２） 13,381

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度機器貸与事業に係る訪問看護の補助金支出 9,899,342

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度肝炎治療効果判定調査業務委託経費の支出 1,359,504
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福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

委託料 被爆者健康診断検査料の支出について（29-13） 178,825

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護（報償費１１回） 84,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 保健政策費
原爆被爆者保健福
祉費

負担金補助及交付
金

H29原子爆弾被爆者等援護事務に係る事務費交付金支出 123,235

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度東京都臓器移植連絡調整業務委託料の支出 3,890,890

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

非常用電源設備整備事業補助金の支払（第１８回） 115,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 人工呼吸器使用難病患者訪問看護（委託料１１回追加） 219,700

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区における病等医療費助成交付金 66,855,845

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度特別区における病等医療費助成交付金 1,549,135

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村における難病等医療費助成交付金 33,220,257

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村における難病等医療費助成交付金 633,815

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 使用料及賃借料 医療機器貸与事業に基づく経費の支出について 5,865,488

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 保健政策部疾病対策課分室2階の仕様前事前清掃委託 184,842

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 「特定医療費受給者証の御案内」外２１件の印刷 4,937,932

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 役務費 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 10,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 駒込分室の廃棄物の収集運搬及び処分委託（単価契約） 10,196

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護（委託料１１回） 2,969,350

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 神経難病医療協力病院職員研修事業に係る支出 561,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費
負担金補助及交付
金

非常用電源設備整備事業補助金の支払い（第１９回） 1,280,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度難病相談・支援センター業務委託の支出 19,042,480

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 平成29年度在宅難病患者訪問看護師養成研修の支出 784,700

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 人工呼吸器使用難病患者訪問看護（委託１１回追加２） 358,250

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 報償費 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護（報償１１回２） 12,000

福祉保健局 保健政策部 疾病対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 消火器外１点の購入 286,380

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務システム改修委託(【難病】疾病拡大) 2,278,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成システム改修委託(肝炎ダク・アス・ベク) 4,168,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 医療費助成事務システム修正等の委託（大気制度改正） 22,312,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務システム改修委託(肝炎(グレ・ピブ)) 4,168,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成システム改修委託介保(年間上限・自己負担) 6,339,600

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費 委託料 レセプト電子データ作成委託料の支出（小児慢性） 11,046

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 レセプト電子データ作成委託料の支出について（難病） 69,213

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 需用費 一般需用費 医療費支給申請書（難病・経過措置用）外11点の印刷 1,798,200

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 東京都医療費助成事務システムに係る設計・開発委託 221,367,621

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 医療費助成事務システム改修委託(精通経過的特例延長) 1,155,600

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 12,884,916
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福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 169,146

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 医療費助成事務の電算処理委託に要する経費の支出 115,458

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務システム入力データ作成処理委託 1,416,601

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務システム入力データ作成処理委託(難病) 1,047,816

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 東京都医療費助成事務システム運用支援業務等の委託 38,406,744

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費 委託料 医療費助成事務システム改修委託(高額療養費制度改正) 28,198,800

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度義務教育就学児医療費助成事業補助金の追給 846,996,000

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費
負担金補助及交付
金

H29年度ひとり親家庭等医療費助成事業補助金の追給 245,876,000

福祉保健局 保健政策部 医療助成課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 医療助成費
負担金補助及交付
金

H30年度乳幼児医療費助成事業補助金の追給 851,829,000

福祉保健局 保健政策部 国民健康保険課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 国民健康保険費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都国民健康保険調整交付金の追加交付 25,965,908,000

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 委託料 社会福祉法人・施設情報ホームページのサーバ運用委託 907,200

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 委託料 社会福祉法人情報管理システムのデータ更新等業務委託 1,436,400

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費
負担金補助及交付
金

社会福祉法人会計監査人設置モデル事業補助金の確定 4,000,000

福祉保健局 指導監査部 指導調整課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 委託料 電子版社会福祉法人・施設調査書のプログラム修正委託 1,792,800

福祉保健局 指導監査部 指導第三課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 指導監査費 使用料及賃借料 監査用パソコンの賃借に伴う経費の支出について 14,967

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,048

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 129

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

備品購入費 電動リモートコントロールベッド一式の買入れ 11,275,200

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金の支出 1,678,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度院内がん登録室事業に係る委託料の支出 3,866,637

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 「暮らしの中の医療情報ナビ」ホームページ改修委託 459,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 29年度第4回東京都医療審議会に係る特別旅費の支払い 8,254

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 東京都歯科保健推進計画の検証等に対する委託料の支出 489,592

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療機関における外国人患者対応支援研修企画等委託 7,998,480

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療機関情報システムの運用・保守等の委託経費支払２ 8,561

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 災害時医療救護活動・在宅医支援センター運営協力金 50,000,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（H30年3月旅費システム分） 7,868

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について（H30年3月旅費システム分） 61,853

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 確定払旅費の支出について（H30年3月旅費システム分） 1,429

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度第三者認証取得支援事業補助金の支出 1,000,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度地域医療構想推進事業転換促進委託料の支出 3,842,640

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリ（医療政策部）の借入に係る経費の支出 12,705

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の買入れに係る経費の支出(3月分) 24,840
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福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 両立支援に取り組む企業表彰委託事業の支払いについて 4,530,600

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 新規コンテンツに係る原稿執筆の報酬の支出 77,581

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　南海タイムスの購読 7,776

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　日本周産期・新生児医学雑誌の購読 12,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写サービスの契約に係る支出(Ｈ29) 65,247

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　社会保険旬報の購読 31,104

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 「東京都がん対策推進計画（第二次改定）」の印刷 1,004,400

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 保健医療計画（六次改定）編集・レイアウト委託の支出 1,544,400

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファイルサーバ等の買入れ（平成29年度） 34,344

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの（救急災害医療課外1か所）の経費 9,329

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入れ（医療安全課外2か所）の経費 11,182

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ファクシミリの借入（広尾病院外）に係る経費の支出 19,980

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金の支出 416,476

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 「病院」外19点の購読（概算契約）1月～3月 161,231

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 ノート型パーソナルコンピュータの借入 116,640

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 使用料及賃借料 プリンタの借入れに係る経費の支出 21,600

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 29年度医療・介護体制整備の協議の場運営委託の支出 2,933,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療機関情報システム運用・保守等の業務委託の支払 8,608,494

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 外国人患者への医療提供体制に関する検討会謝礼の支出 98,100

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 外国人患者への医療提供体制に関する検討会旅費の支出 15,528

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　東京七島新聞の購読 9,600

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　保健衛生ニュースの購読 34,200

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　病院新聞の購読 22,200

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外5紙の購読に係る経費の支出 33,026

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 「東京都歯科保健推進計画－いい歯東京－」の印刷 299,700

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 29小児がん診療連携推進事業に係る委託料の支出 12,375,981

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 電子複写機の複写サービスに係る経費の支出 40,978

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 H29電子複写サービスの契約に係る支出（追加2台分） 24,365

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度周術期における医科歯科連携推進事業委託料 6,052,424

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 29小児がん地域連携推進事業に係る委託料の支出 2,353,273

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度災害時歯科口腔用備品整備事業補助金の支出 4,971,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度　感染症学雑誌の購読 15,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度東京都歯科口腔保健推進事業委託料の支出 5,633,056

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域がん診療病院機能強化事業補助金の支出 7,605,000
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福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 H29東京都地域医療構想調整会議在宅療養WG委託料支出 5,150,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域医療構想推進事業補助金の支出 30,886,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都がん診療連携拠点病院機能強化事業 250,289,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度東京都8020運動推進特別事業委託料の支出 1,599,258

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度在宅歯科医療設備整備事業補助金の支出 36,474,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度心身障害児施設歯科診療運営費補助精算支出 5,981,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度在宅歯科医療推進事業の委託料の支出 6,778,176

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29地域医療連携ICTｼｽﾃﾑ整備支援事業補助金 58,204,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29地域医療構想推進事業費補助金の支出について 983,458,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

Ｈ29在宅療養移行体制強化事業補助金の支出（第１回） 35,700,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

29八王子市及び町田市事務処理特例交付金の支出 499,931

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

29八王子市及び町田市事務処理特例交付金の支出 4,033,748

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29都立病院地域医療介護総合確保基金事業補助金支出 89,303,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度災害時ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援体制ﾓﾃﾞﾙ事業委託料 528,164

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

29年度外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金の支出 5,831,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都がん診療施設設備整備費補助事業 148,590,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都緩和ケア病棟施設設備整備費補助事業 659,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 Ｈ29東京都糖尿病医療連携推進事業に係る委託料の支出 7,452,963

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度脳卒中医療連携圏域別検討会委託料(確定払) 4,693,784

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度脳卒中医療連携圏域別検討会委託料(確定払) 1,184,610

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村在宅療養推進事業費補助金の支出 221,039,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度東京都地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業委託料の支出 14,775,312

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

Ｈ29在宅療養移行支援事業補助金の支出について 36,472,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

Ｈ29地域医療構想推進事業費補助金(施設設備整備)支出 82,699,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

地域医療構想推進事業(開設後人件費支援)費補助金支出 167,952,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村公立病院遠泳事業費補助金(2回目) 174,795,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都がん診療連携拠点病院（都指定）機能 64,254,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度地球温暖化対策施設整備費補助金の支出 160,370,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

Ｈ29在宅療養移行体制強化事業補助金(第１回) 215,299,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設近代化施設整備費補助金の支出 99,377,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

地域医療構想推進事業(開設準備経費支援)費補助金支出 185,413,000

福祉保健局 医療政策部 医療政策課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村公立病院運営事業補助金(2回目) 854,141,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 島しょ救急患者搬送用医療機器の保守委託 236,466

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 414,914
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福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,428

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,713

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,979

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線接続ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ利用料金の継続支出について 12,960

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度東京都島しょ画像電送ｼｽﾃﾑ診療支援委託費 14,846

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29衛星携帯電話料金の継続支払（3月分） 130,144

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29車載衛星携帯電話料金の継続支払（3月分） 195,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度島しょ地域医療従事者確保事業補助金の支出 369,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支払いについて(平成３０年３月分　義務年限医) 10,016

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29第2回東京都災害医療協議会報償費支払い￥ 152,003

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度ドクターヘリ搬送協力事業協力謝金の支出 2,490,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 H29災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等衛星携帯電話料金支出 132,300

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設耐震化緊急対策事業補助金の支出 16,381,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 電話交換機外1点の借入れ(再ﾘｰｽ)に係る経費(3月分) 105,408

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ用病院端末借入経費の支出(3月) 25,488

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 救急患者受入ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ用病院端末借入経費の支出(3月) 7,992

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度下半期へき地勤務医師確保事業謝金の支出 99,442,700

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都小児救命救急ｾﾝﾀｰ運営費補助金の支出 35,295,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度小児集中治療室医療従事者研修事業費補助金 6,306,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支払（周産期コーディネーター3月分②） 1,291

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 区市町村災害医療コーディネート研修事業の委託料 5,648,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 123,533

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成３０年３月分) 6,185

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 東京DMAT隊員ユニフォームの買入れ 11,631,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 衛星携帯電話屋外アンテナセット外の設置工事 1,371,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度小児集中治療室設備整備事業補助金の支出 1,996,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度地域災害医療連携会議開催の委託料の支出 4,751,039

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度地域災害医療連携会議開催の委託料の支出 70,615

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度地域災害医療連携会議開催の委託料の支出 114,047

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度地域災害医療連携会議開催の委託料の支出 68,800

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 平成29年度下半期山谷等路上生活者救急医療謝金 2,583,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度へき地診療所医療機器整備補助金の支出 39,575,000
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福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度新生児救急搬送経費の支出（第４四半期） 431,880

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 SCU医療資器材更新分買入れに係る支出 489,780

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成２９年度東京都災害医療図上訓練の委託料の支出 8,147,982

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度小児初期救急施設整備費等補助金の支出 2,154,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都在宅移行支援病床整備費補助金の支出 2,995,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都応急手当普及啓発事業補助金の支出 7,276,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29ヘリコプター緊急離発着場等施設整備費補助金支出 4,205,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 東京都災害時医療救護従事者証の印刷 183,060

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 災害時医療救護活動ガイドライン（第２版）の印刷 912,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29東京DMAT NBC資器材整備事業補助金の支出 686,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29休日・全夜間診療事業施設整備費（小児）の支出 2,157,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設耐震化促進事業補助金の支出 144,918,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 小児救急医療に係る普及啓発のノベルティグッズ作成 299,430

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村公立病院等医師派遣事業補助金の支出 34,730,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 救急搬送患者受入体制強化モデル事業委託料の支出 35,009,916

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 H29休日全夜間診療（小児専任看護師配置）委託料支出 39,099,983

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度新生児医療担当医育成・確保支援事業の支出 17,208,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度新生児医療担当医育成・確保支援事業の支出 3,185,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

救命救急センター設備整備費補助事業(28繰越分)の支出 1,923,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度へき地産科医療機関運営費補助金の支出 30,722,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度周産期センター施設整備費等補助金の支出 361,162,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設耐震化緊急促進事業補助金の支出 355,337,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設耐震化緊急整備事業補助金の支出 1,177,003,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29災害拠点病院応急用資器材整備事業の補助金支出 33,759,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29東京DMAT運営協力金の交付及び支出 2,233,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 報償費 H29東京DMAT運営協力金の交付及び支出 15,627,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度休日全夜間診療事業（連携病院） 42,698,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 H27東京都SCU資器材に係る保守点検委託に係る支出 2,300,076

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度耐震基本計画作成支援事業補助金の支出 25,290,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

救命救急センター施設整備等補助金(設備整備)の支出 230,845,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度周産期医療ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ事業委託料の支出 12,353,892

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度周産期医療ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ事業委託料の支出 778,652

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度周産期医療ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ事業委託料の支出 1,984,010

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度多摩新生児連携病院事業に係る委託料の支出 11,573,055
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福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度スプリンクラー等施設整備事業補助金の支出 172,915,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度在宅移行支援病床運営事業補助金の支出 61,040,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 小児救急普及啓発のノベルティグッズデザイン委託 172,800

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29災害時拠点強靭化緊急促進事業補助金支出 6,565,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29災害拠点病院施設整備事業 92,463,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度へき地医療運営費等補助金の精算及び支出 56,428,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度へき地医療運営費等補助金の精算及び支出 92,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

休日・全夜間診療事業施設整備費等補助金の支出 134,743,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度スプリンクラー等施設整備事業補助金の支出 264,855,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度在宅療養児一時受入支援事業補助金の支出 13,580,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

H29NBC災害・テロ対策設備整備事業補助金支出 100,083,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度周産期連携病院NICU運営費補助金の支出 22,157,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29東京都災害拠点病院防災訓練等支援事業補助金支出 3,778,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

H29年度NICU等入院児の在宅移行支援事業補助金の支出 1,352,600

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都産科医等育成・確保支援事業の支出 173,692,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都産科医等育成・確保支援事業の支出 20,649,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度医療施設耐震化緊急対策事業補助金の支出 606,222,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度転院搬送体制等整備事業補助金の支出 2,521,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度救急医療機関勤務医師確保事業補助金の支出 347,278,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

救命救急センター施設整備費等補助金（運営費）の支出 1,163,628,000

福祉保健局 医療政策部 救急災害医療課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費
負担金補助及交付
金

平成29年度周産期母子医療センター運営費等補助金支出 974,994,000

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 平成29年度院内感染対策推進事業の第3・4四半期支払 5,799,967

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月分) 138,917

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年3月分) 598

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月分) 1,133

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩島しょ監察医務業務(遺体搬送料)その3 １月分支出 854,496

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩島しょ監察医務業務(遺体搬送料)その3 2月分支出 849,204

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩島しょ監察医務業務(遺体搬送料)その3 3月分支出 840,348

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩・島しょ地域監察医務業務(遺体搬送料)1月分支出 805,464

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩・島しょ地域監察医務業務(遺体搬送料)2月分支出 355,752

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩・島しょ地域監察医務業務(遺体搬送料)3月分支出 92,880

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩島しょ監察医務業務(遺体搬送料)その4 3月分支出 69,984

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 医療法人関連文書の電子ファイル化委託(単価契約)支払 1,215,524

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 多摩島しょ監察医務業務(遺体搬送料)その5 3月分支出 186,624
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福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 使用料及賃借料 平成29年度ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ等の借上げ経費の支出 24,840

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 29年度多摩・島しょ地域監察医務業務(検案・個人)支出 4,159,993

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ地域監察医務業務(検案医師会)3月分支出 19,866,945

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ監察医務業務（解剖・杏林）委託料支出 13,145,822

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ監察医務業務（解剖・慈恵）委託料支出 29,518,048

福祉保健局 医療政策部 医療安全課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 多摩・島しょ監察医務業務（解剖・慈恵）委託料支出 33,466,195

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 29医業分野アドバイザー事業委託料の支出(第4四半期) 3,000,406

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度ナースプラザ建物維持管理費支出（３月分） 205,718

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成２９年度准看護師試験採点事務委託経費の支出 377,524

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について(3月分) 45,040

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 特別旅費 旅費の支払について(3月分) 2,440

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度看護外来相談開設研修事業委託料支出 115,921

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都専門医認定支援事業補助金の支出 222,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度助産師出向支援導入事業委託料の支出 2,091,767

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 「医療ソーシャルワークの解決技法平成29年度」の印刷 477,943

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

委託料 広尾看護専門学校（29）内壁等補修工事実施設計の支出 2,100,240

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度施術者講習会委託料の支出について 1,188,488

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度院内助産所・助産師外来開設研修委託料支出 584,863

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村立病院等医師派遣事業補助金の支出 12,140,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度院内助産所・助産師外来開設研修委託料支出 503,322

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度歯科技工士会講習会委託料の支出 1,800,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度歯科技工士会講習会委託料の支出 5,508,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支払について(３月分) 1,230

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度救急看護認定看護師資格取得支援事業費支出 3,695,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 平成29年度東京都看護師等修学資金滞納金回収業務委託 2,156,131

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新人看護職員研修事業費補助金の支出 111,208,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度医師勤務環境改善事業補助金の支出 154,834,000

福祉保健局 医療政策部 医療人材課 平成30年05月31日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費
負担金補助及交付
金

H29外国人看護師候補者受入施設研修費補助金の支出 21,153,000

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 委託料 保健所業務運営システム（食品環境システム）改修委託 9,180,000

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 202,776

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 3,767

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 136,493

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 11,483

福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（その２） 89,275
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福祉保健局 健康安全部 健康安全課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度八王子市及び町田市事務処理特例交付金支出 21,927,545

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食品衛生研究の買入れ 105,600

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 感染症学雑誌の買入れ 15,000

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食品衛生学雑誌の買入れ 24,000

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 月刊ＨＡＣＣＰの買入れ 32,400

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 日刊酪農乳業速報の買入れ 109,728

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 家畜衛生週報の買入れ 15,000

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「臨床と微生物」の買入れ 16,826

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「商経アドバイス」の買入れ 35,490

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 米穀新聞の買入れ 16,200

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 全酪新報の買入れ 6,172

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「食品工場長」の買入れ 22,629

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ｢食品営業許可申請書｣外５点の印刷 293,112

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,048

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,172

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（３月分）の支出について 77,061

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 特別旅費 近接地内外旅費（３月分）の支出について 678

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（３月分）の支出について 266

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 ﾘｰﾌ｢給食の供給を始められる皆さんへ｣外2点の印刷 287,156

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 都HP｢食品衛生の窓｣英語版ﾍﾟｰｼﾞ更新等業務委託(単契) 1,090,376

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 日刊食肉速報の買入れ 82,080

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 「食品と開発」の買入れ 30,000

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 委託料 食品表示適正化事業の産地等科学的検証検査(単価契約) 1,247,076

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 報償費 H29年度東京都食品衛生推進員に係る報償費の支出 948,921

福祉保健局 健康安全部 食品監視課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 食品衛生監視員必携追録(第17号)外1点の印刷 599,508

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,048

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,524

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,751

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 東京都薬局機能情報提供システム改修委託 10,800,000

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ解析ﾂｰﾙｻｰﾋﾞｽ利用に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続利用料 3,380

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ドラッグインフォメーション」の購入 11,000

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 「みんなで知ろう危険ドラッグ」の運用保守委託支出 386,856

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 使用料及賃借料 麻薬取扱者免許管理システム機器等の借入れ 3,700
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福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 薬物乱用防止啓発用資材の購入 249,880

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 需用費 一般需用費 薬局機能情報報告依頼等送付用封筒の作成 141,048

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 未規制薬物の生体活性測定試験委託(後期)(単価契約) 8,006,040

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 29_東京都薬局機能情報提供ｼｽﾃﾑ運用保守(単価契約) 1,093,986

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 29薬局機能情報委託契約仕様書別紙1「委託内容」6(1) 523,422

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 委託料 麻薬取扱者免許管理システム改修委託 3,780,000

福祉保健局 健康安全部 薬務課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費
負担金補助及交付
金

平成29年度薬学技術振興事業補助金の支出 9,000,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 都内医療機関等への個人防護具配備着脱支援事務委託 1,565,700

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 「公衆衛生」外7点の定期購読に係る経費の支出 41,326

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,870

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 「東京都感染症マニュアル2018」の原稿料の支出 926,025

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 個人防護具（ガウン等セット）外２点の買入れ 16,340,670

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 外国人等治療支援等映像資料制作に係る編集等委託 169,646

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 感染症健康危機管理情報ネットワークに係る機器の借入 101,844

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症健康危機管理情報ネットワークサーバ運用監視 326,979

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 感染症健康危機管理情報ネットワーク保守委託 273,713

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 外国人等治療支援等映像資料制作委託 6,855,300

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月例月旅費の支出について 1,945

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 旅費 普通旅費 平成30年3月例月旅費の支出について 134,106

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度結核対策特別促進事業等委託料の支出 4,817,940

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 使用料及賃借料 防疫業務用ファクシミリの賃借料の継続支払 6,480

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月16日 一般会計 諸支出金 諸費 国庫支出金返納金
償還金利子及割引
料

平成29年度国庫負担（補助）金に係る超過額の返還 233,861,671

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 ＨＩＶ・性感染症検査・相談保健所マップの印刷 299,376

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 結核定期病状調査報告書料の支出 336,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 高齢者結核対策リーフレットの印刷 637,200

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 高齢者結核対策ポスターの印刷 609,120

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 外国人等結核教育用資材の印刷 567,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 外国人等結核教育用資材の原画版下作成委託 204,748

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 報償費 平成29年度感染症疑い患者一時受入謝金の支出 1,938,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度外国人結核患者支援員派遣事業委託料の支出 1,788,440

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

平成29年度感染症診療医療機関設備整備費補助金支出 4,000,000

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度予防接種後健康状況調査委託料の支出 315,960

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度結核予防費都費補助金の支出(第3回） 384,959

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度結核患者家族健診・管理検診委託料(3月分) 1,366,590
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福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度結核患者家族健診・管理検診委託料(3月分) 53,015

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 平成29年度結核対策特別促進事業等委託料の支出 3,662,027

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 風しん抗体検査委託料の支出について（第４四半期） 3,926,984

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 多摩地域スクリーニング検査業務委託料の支出 349,563

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 多摩地域スクリーニング検査業務委託料の支出(2月分) 31,374

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 委託料 多摩地域スクリーニング検査業務委託料の支出(3月分) 476,334

福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

29予防接種健康被害救済措置に係る都費負担金等の支出 193,885,362

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 大気汚染医療費助成制度更新周知ポスター外1件の印刷 2,214,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費
負担金補助及交付
金

蚊が媒介する感染症発生に備えた殺虫剤備蓄経費の支出 468,795

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費
負担金補助及交付
金

平成２９年度犬・猫等の公示事務に係る交付金の支出 14,444

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 平成29年度動物由来感染症モニタタリング事業委託 2,700,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 狂犬病リーフレット外2点の印刷 383,400

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成30年3月分）の支出について 28,760

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 特別旅費 近接地内外旅費（平成30年3月分）の支出について 2,008

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成30年3月分）の支出について 10,712

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成30年3月分）の支出について 330

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費（平成30年3月分）の支出について 15,003

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 備品購入費 パーソナルコンピュータの購入 163,296

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費
負担金補助及交付
金

大気汚染医療費助成制度改正に伴う臨時交付金の支出 81,804,126

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 平成29年度犬及び猫の飼育実態調査委託 7,020,000

福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費
負担金補助及交付
金

大気汚染医療費助成の事務に係る事務費交付金の支出 9,488,570

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 39,547

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,600

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 生活福祉費 管理費 旅費 普通旅費 職員旅費の支出 平成30年4月審査不適合平成29年3月分 1,288

福祉保健局 西多摩福祉事務所 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 職員旅費の支出 平成30年4月審査不適合平成29年3月分 681

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 269,962

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,481

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 100,972

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 56,160

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616
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福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 20,217

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 6

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

役務費 ５月分  公共料金支払 102

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 役務費 厚生労働省医薬品等専用ネットワーク回線の使用 36,180

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 汚泥等処分委託（一般廃棄物）（単価契約） 24,300

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 「食物アレルギー～ガイドブック(DVD付き)」外1点印刷 3,823,200

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 洋雑誌「FoodAdditivesandContaminants」外２点買入れ 447,018

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 洋雑誌「JournalofClinicalVirology」外５点の買入れ 370,889

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 ArchivesofEnvironmentalContaminationandToxicogy外5 391,007

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 洋雑誌「Analyst」外１点の買入れ 207,794

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

使用料及賃借料 洋雑誌｢JournalofClinicalMicrobiology｣(電子版)購読 64,800

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 感染性廃棄物処分委託(単価契約)の経費支出（3月分） 38,016

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 入退室管理システム保守点検業務委託（１０～３月分） 1,728,000

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

委託料 排ガス洗浄装置等点検調整委託の支出 7,538,400

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

需用費 一般需用費 洋雑誌「JournalofCosmeticScience」買入れ(概算契約) 113,512

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成29年度未払い分） 3,228

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 薬務費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成29年度未払い分） 2,283

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成29年度未払い分） 7,828

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費
健康安全研究セン
ター費

旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成29年度未払い分） 1,888

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

管理課 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成29年度未払い分） 11,128

福祉保健局
健康安全研究セン
ター企画調整部

健康危機管理情報課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,642

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 「子供虐待対応マニュアル2018年版」の印刷 658,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 平成２９年度産業医の選任に伴う報償費の支払について 60,495

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費　３月分 1,571,037

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 定日払い旅費　３月分 1,316

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費　３月分 266,076

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費　３月分 4,377

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 定日払い旅費　３月分 12,285

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 定日払い旅費　３月分 100,762

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 協力医師活動費の支出（平成３０年２月分） 90,240

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 294,665

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 31,376

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 34,979

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 659

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 平成30年度新任児童相談所職員研修テキストの印刷 248,400

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ及び経費の支出(30年3月分) 100,008

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 使用料及賃借料 出勤管理システムの借入れ及び経費の支出(30年3月分) 50,004

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 子供家庭総合センター電話交換設備保守委託 145,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 児童相談所執務ハンドブック2018年版の印刷 507,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(11月～2月分） 267,254

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(1月～3月分） 258,930

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 19,851

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(29年5月～1月分） 640,606

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 平成30年度児童相談業務における参考資料の印刷 376,704

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(追給分） 4,900

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(追給分） 2,900

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 相談・措置事務マニュアル（平成30年度版）の印刷 272,160

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(追給分） 2,320

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(追給分） 1,680

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 古紙リサイクルにかかる支出　３月分 33,242

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 電話回線及びLANの新設及び移設 497,880

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 児童相談所情報管理システムマニュアル（Ｈ30年度版） 219,240

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 52,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 112,714

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 空調機（室内機）の修繕 213,693

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 47,562

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 104,974

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 312,580

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 52,800

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 199,720

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 107,764

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所フロン類機器点検等委託経費の支出 71,550

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業（報酬）に係る経費の支出 240,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 ＥＴＣ／ＪＣＢ法人カードの支払いについて 299,470
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福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 電話回線及びLANの新設及び移設（その２） 93,960

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 301,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 23,010

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 262,380

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 282,460

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 312,580

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(2月～3月分） 133,365

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(2月～3月分） 54,460

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 11,375

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 264,830

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 18,440

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 電話交換機のバッテリー交換修繕 507,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 協力医師活動費の支出（３月分） 90,239

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 61,600

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 協力弁護士活動費の支出（３月分） 887,318

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 91,965

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 253,170

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 11,375

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 166,320

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 41,040

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 児童相談センター西部分室樹木剪定等委託にかかる支出 853,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 42,412

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(2月～3月分） 147,260

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 普通旅費 定日払い旅費　３月分 26,071

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費　３月分 13,150

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 児童相談センター西部分室樹木剪定等委託にかかる支出 853,200

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 35,036

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(3月分） 62,410

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 東京都子供家庭総合センター空調室外機部品交換工事 486,000

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(2月～3月分） 87,548

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 29一時保護委託に係る経費の支出(追給分） 1,750

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 西部一時保護所加湿器給水バルブ開放作業委託 67,500

福祉保健局 児童相談センター 事業課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 報償費 29養育家庭体験発表会講師謝礼の支出 108,563

福祉保健局 北児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,656
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福祉保健局 北児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払いについて 570

福祉保健局 北児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払いについて 540

福祉保健局 北児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払い 6,303

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払 103,715

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払（３月分） 95,742

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 140,716

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,422

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払（平成２９年度差額精算４） 21,150

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払（平成２９年度差額精算分） 5,210

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支払（平成２９年度分・差額分） 42,850

福祉保健局 品川児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成３０年３月分） 30,510

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 130,111

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,903

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,957

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,294

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係るタクシー料金 81,854

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に要する経費の支出 170,760

福祉保健局 立川児童相談所 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に要する経費の支出 212,875

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 95,634

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,696

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

福祉保健局 杉並児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払 87,168

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 児童の一時保護委託費支払（平成30年2月～3月分） 683,202

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 110,007

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,007

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 29チケットによるタクシー料金の支出（3月分） 197,020

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 小平児童相談所（H29)電話機増設・ＬＡＮ工事 870,804

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 小平児童相談所電話設備保守点検委託の支払 149,580

福祉保健局 小平児童相談所 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費の支出(平成30年5月確認分） 632

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 108,601

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー料金3月分 83,948
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福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 78,125

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 184,360

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 49,052

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 241,433

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 31,465

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 712,199

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 11,881

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 38,238

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 2,028

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 61,259

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 25,000

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 343,510

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 49,115

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 160,780

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 597,508

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 30,295

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 65,230

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 133,500

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託経費の支出 2,340

福祉保健局 八王子児童相談所 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費の過年度支出について 994

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 240,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 161,622

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 120,000

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 179,580

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 215,496

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 156,235

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 28,916

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,050

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 118

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシー供給契約３月分 27,987

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 24,017

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 6,250

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 13,340

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 1,520
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福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 97,160

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 11,545

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 114,110

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 1,038,050

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 東京都未成年後見人支援事業実施経費の支出について 156,235

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 55,320

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託に係る委託経費の支出 399,311

福祉保健局 足立児童相談所 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年5月確認分）【平成29年度分】 37,016

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 80,984

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 599,380

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 438,720

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 303,360

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 190,760

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支出:3月分 141,591

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 台所設備交換工事 645,840

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 510,985

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 軽乗用自動車車検及び修理整備について 45,131

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 軽乗用自動車車検及び修理整備について 25,070

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 公課費 軽乗用自動車車検及び修理整備について 6,600

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 電話機増設工事 280,800

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 畳外７点の買入れ 288,349

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 アコーディオンドア設置及び男子厚生室改修工事 875,664

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 可動書庫移設及び扉交換工事 839,052

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 備品購入費 ノートパソコン外３点の買入れ 115,000

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 ノートパソコン外３点の買入れ 171,072

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 工事請負費 ＬＡＮ配線工事 97,200

福祉保健局 多摩児童相談所 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託の実施に伴う経費の支出 306,330

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 委託料 職場環境測定業務委託 90,590

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 タクシーチケットの支出（平成３０年３月） 117,065

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,279

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,942

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて29年度差額分 2,800

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて平成30年3月分 155,805

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて平成30年2月分 25,312

111 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支払いについて30年3月分 25,514

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 普通旅費 職員の旅費（平成３０年３月分） 8,420

福祉保健局 世田谷児童相談所 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 管理費 旅費 特別旅費 職員の旅費（平成３０年３月分） 4,370

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 役務費 ５月分  公共料金支払 139,942

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 需用費 一般需用費 雑誌（月刊福祉外7点）の買入れ（概算契約）1～3月分 22,343

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支出(3月分) 63,931

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第196号決定分）2回目 215,240

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第328号決定分） 336,330

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第201号決定分）2回目 285,270

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第540号決定分） 10,776

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第448号決定分） 292,158

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第153号決定分） 40,625

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第529号決定分） 90,360

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第476号決定分） 397,240

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 報償費 平成29年度メンタルフレンド派遣の実施に伴う活動費 12,240

福祉保健局 江東児童相談所 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童相談所費 扶助費 一時保護委託費の支出（29江児保第459号決定分） 69,672

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,050

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,600

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 19,401

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 携帯型一酸化炭素・二酸化炭素測定器の点検及び修繕 142,646

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 備品購入費 電子式複写機外1点の買入れ 653,400

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシー券によるタクシー利用料の支払い(３月分) 24,280

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備定期点検保守委託(第2回分) 25,380

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ＥＴＣカード（有料道路利用料金）の支払い（３月分） 17,860

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 3,283

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 健康推進費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 1,129

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 6,183

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 特定疾病対策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 2,052

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 1,539

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 3,036

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 2,155

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 感染症対策費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 4,001

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 1,330
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福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 需用費 一般需用費 医学雑誌の買入れに係る経費の支出について(3月分) 1,758

福祉保健局 西多摩保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 職員確定払い旅費の支出について（平成30年3月分） 1,128

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,118

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,600

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,863

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備等定期点検保守委託　10月分 115,452

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備等定期点検保守委託 141,048

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 ＥＴＣ利用料の支払い（３月分） 12,810

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 委託料 南多摩保健医療圏　脳卒中の医療連携推進事業委託 2,291,000

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 重量シャッターの定期点検保守委託（３月分） 77,112

福祉保健局 南多摩保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 旅費 普通旅費 確定払旅費（平成３０年３月追加分） 2,390

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 タクシーチケット券によるタクシー利用料（3月分） 3,282

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 84,826

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,042

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,600

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

福祉保健局 多摩立川保健所 企画調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード分)に係る経費の支出　3月分 18,270

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 東京都府中合同庁舎ポンプ設備保守点検委託 281,880

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 105,897

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,289

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,875

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,600

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 50

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備保守点検委託（合同庁舎・６月分） 368,280

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 消防設備保守点検委託（合同庁舎・１２月分） 487,080

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 LAN敷設その他工事 75,924

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 武蔵野三鷹地域センター空調設備改修工事 536,760

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 武蔵野三鷹地域センター直結給水工事 2,311,200

福祉保健局 多摩府中保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 武蔵野三鷹地域センター加湿器改修工事 1,328,400

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 78,067

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,558

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,600

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 116

福祉保健局 多摩小平保健所 企画調整課 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 アンケート調査の集計・分析業務委託 296,352
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福祉保健局 島しょ保健所 総務課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 31,164

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,183

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,400

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 121

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 産業廃棄物（滅菌器）の収集運搬・処分委託 4,536

福祉保健局
島しょ保健所大島
出張所

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 委託料 産業廃棄物（滅菌器）の収集運搬・処分委託 3,969

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,183

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,107

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,260

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,800

福祉保健局
島しょ保健所三宅
出張所

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（3月分） 400

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,183

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,800

福祉保健局
島しょ保健所八丈
出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 103

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,183

福祉保健局
島しょ保健所小笠
原出張所

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 保健政策費 保健政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,800

福祉保健局 女性相談センター 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 38,162

福祉保健局 女性相談センター 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 101

福祉保健局 女性相談センター 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費
負担金補助及交付
金

29サービス推進費補助金に係る精算登録及び追加交付 378,000

福祉保健局 女性相談センター 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 女性福祉費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケットによる料金の支払い3月分 87,071

福祉保健局 女性相談センター 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備助成費

負担金補助及交付
金

民間社会福祉施設等設備改善整備費補助金の支出 4,590,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 多項目血液血球分析装置保守点検委託　10～2月分 324,864

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金に係る経費の支出(3月分) 125,938

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,590

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,142

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 平成29年度看護師借上住宅契約解除に伴う違約金の支出 53,424

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 乾燥機の修理 26,352

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 不用品の収集運搬委託 91,141

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 不用品の処分委託 323,352

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 PHS料金に係る経費の支出 22,216

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞の購読（10～11月分） 12,111

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 北療育医療センター防犯カメラ設置工事 6,696,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 洋雑誌の購読（概算契約）7～9月分 1,115,006

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞の購読（1～3月分） 12,111
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福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 洋雑誌の購読（概算契約）12月分 765,422

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度建築設備定期点検委託 814,320

福祉保健局
北療育医療セン
ター

事務室 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 汎用血液ガス分析装置の修理 97,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,001

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 32

福祉保健局
北療育医療セン
ター城南分園

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 平成29年度福祉サービス第三者評価の委託について 669,600

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 旧駐車場除草委託 72,792

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,778

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 クリーニング委託（単価契約・３月分） 51,300

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 発電機の買入れ 235,440

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 座位保持装置の買入れ 324,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 カーテンの洗濯委託 298,546

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 折り畳み式ヘルメットの買入れ 205,200

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 白色ワセリンの購入 380

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 微生物検査外3件の臨床検査委託 6,253

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 医薬品の買入れ＜下半期＞（単価契約） 2,655

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 腰ベルトの買入れ 27,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 徴収事務委託（3月分） 106,218

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 医事業務委託の支出について（3月分） 647,244

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 三輪車ペダルベルトの買入れ 21,000

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 備品購入費 エアストレッチャーの買入れ 149,688

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 書籍「小児急性脳症診療ガイドライン2016」外14点の買 70,740

福祉保健局
北療育医療セン
ター城北分園

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 定期購読雑誌の買入れ(概算契約・　3月分) 18,468

福祉保健局 多摩療育園 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 臨床検査委託 141,423

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,912

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 72,824

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,786

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 需用費 一般需用費 椅子の買入れ 220,968

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費 委託料 遺体搬送業務委託（単価契約）3月分 1

福祉保健局 府中療育センター 事務室 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者施設費
負担金補助及交付
金

診療委託協定に基づく診療費用の支払いについて 10,320

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,565

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 21

福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6
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福祉保健局 市場衛生検査所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

福祉保健局
芝浦食肉衛生検査
所

管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 食品保健費 役務費 ５月分  公共料金支払 237

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,097

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 委託料 浄化槽等汚水処理施設維持管理委託（多摩支所）3月分 107,557

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 健康安全費 生活環境費 使用料及賃借料 高速道路自動料金システム（ETC)の使用料（3月分） 81,880

福祉保健局
動物愛護相談セン
ター

平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 施設整備費
社会福祉施設等整
備費

工事請負費 浄化槽改修工事（多摩支所） 1,188,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 福祉保健管理費 管理費 報償費 安全衛生管理（産業医）業務委託経費 63,000

福祉保健局 誠明学園 管理課 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 使用料及賃借料 タクシー供給契約の支出　３月分 4,383

福祉保健局 萩山実務学校 管理課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 児童福祉施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,340

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 88,983

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 26,059

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 943

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 943

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 ５月分  公共料金支払 134

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 心障センター消防用設備等の点検委託（２回目） 64,800

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 役務費 洗濯委託契約（１～３月分） 19,688

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係る経費の支出(30年3月分) 18,454

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 使用料及賃借料 タクシーチケットに係る経費の支出(30年3月分) 10,183

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 需用費 一般需用費 身体障害者手帳交付等申請(届出)書外6点の印刷 4,303,800

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 心身障害者福祉センター別館利用者案内業務委託 124,104

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 管理費 役務費 ｻｰﾋﾞｽ管理責任者研修等に伴う手話通訳者派遣(単価契約 226,418

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 番号シール貼り委託 112,752

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 別館利用者案内業務委託　３月分 114,708

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 トイレ清掃 125,000

福祉保健局
心身障害者福祉セ
ンター

調整課 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 障害者センター費 委託料 利用者等送迎業務委託の支出について 357,719

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,002

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,027

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 需用費 一般需用費 露点温度検出器修繕 397,440

福祉保健局 監察医務院 事務室 平成30年05月24日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療政策費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（平成29年度未払い分） 1,508

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 報償費 臨地実習謝礼の支出について（私大病院2）３月分 38,830

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 学校棟２階電源増設工事 112,212
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福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 食堂流し台電気給湯器取替工事 292,680

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 看護衣外16点の洗濯委託（単価契約）：３月分 114,885

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 泡ハンドソープ外19点の買入れ 146,113

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外11点の買入れ 61,288

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 更衣室目隠しシート貼付工事 94,500

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 電話料金（電話設備改修後２～３月分）の支出 30,794

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出について（２月分-２） 402

福祉保健局 広尾看護専門学校 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 工事請負費 旗掛けバトン交換及び巻上げ装置取付工事 120,420

福祉保健局 荏原看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 560

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 廃棄文書等の収集運搬・処分委託 12,852

福祉保健局 府中看護専門学校 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 廃棄文書等の収集運搬・処分委託 32,400

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 建物管理委託にかかる支払いについて 1,639,440

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 チケットによるﾀｸｼｰ利用料金の支出(3月分) 3,110

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

福祉保健局
北多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 178

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 使用料及賃借料 タクシー供給契約　　3月分 11,634

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 19,384

福祉保健局 青梅看護専門学校 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成29年3月確認分) 1,468

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 21,257

福祉保健局
南多摩看護専門学
校

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 委託料 東京都立南多摩看護専門学校建物管理委託：3月分 1,113,048

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,671

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 雑誌の製本 148,608

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 各看護学実習要項（第47回生）の印刷 228,096

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 教育課程（第48回生）の印刷 210,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 学校生活ハンドブック（第48回生）外1点の印刷 165,240

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月14日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 ペーパータオル外21点の買入れ 284,871

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 消毒用アルコールタオル外36点の買入れ 517,741

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月21日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（3月分）② 504

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月22日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 需用費 一般需用費 東京都立板橋看護専門学校防火扉調整修理 291,600

福祉保健局 板橋看護専門学校 平成30年05月25日 一般会計 福祉保健費 医療政策費 医療人材対策費 役務費 カーテンの洗濯委託 227,854

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 58,901

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,802
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福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,700

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケット料金の支出（３月分） 27,409

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 需用費 一般需用費 雑誌の買入れ（1月～3月） 79,308

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 産業廃棄物（蛍光灯外1点）処分委託(単価契約）の支出 41,850

福祉保健局
中部総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 委託料 災害派遣精神医療チームマニュアルの作成 1,644,300

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 761

福祉保健局
多摩総合精神保健
福祉センター

事務室 平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 タクシーチケット利用料金支払い（平成30年3月分） 19,688

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,643

福祉保健局
精神保健福祉セン
ター

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 障害者施策推進費 精神保健福祉費 使用料及賃借料 平成29年度タクシー利用料金の支出について（3月分） 19,157

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 電子カルテシステムの借入れ３月分 14,007

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 遮光カーテンの借入３月分 17,280

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ利用者衣料等の洗濯業務委託３月分 129,840

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者用タオルの借入れ（単価契約）（３月分） 38,161

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者用おむつの借入れ（単価契約）（３月分） 95,256

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 利用者寝具の借入れ（単価契約）（３月分） 129,813

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ利用者食事用ｴﾌﾟﾛﾝの洗濯業務委託３月 38,448

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（システム処理分） 13,527

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（システム処理分） 12,626

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月01日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,377

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)３月分 39,711

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)３月分 8,716

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 感染性廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)３月分 36,936

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 職員貸与被服等の洗濯業務委託（単価契約３月分 21,064

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 職員貸与被服等の洗濯業務委託（単価契約３月分 5,941

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 鑑賞魚水槽の借入れ　３月分 27,546

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 鑑賞魚水槽の借入れ　３月分 7,770

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ３月分 15,416

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月02日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 観葉植物の借入れ３月分 4,348

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東村山構内の遊歩道等清掃業務委託３月分 114,480

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置の借入 長期継続 3月分 685,266

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置の借入 長期継続 3月分 152,691

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置の借入 長期継続 3月分 40,590

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　３月分 28,382

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　３月分 96,185
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福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　３月分 6,307

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 カーテンの借入　３月分 26,806

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入３月分 696,394

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入３月分 155,171

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 建物管理システム電子計算装置用ソフトの借入３月分 41,249

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 電子カルテシステム保守委託 72,900

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 使用料及賃借料 衛生材料の借入れ（単価契約）３月分 2,073

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 鼠防除業務委託３月分 20,736

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 鼠防除業務委託３月分 5,184

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 検便検査委託３月分 486

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 出勤管理システムの保守委託　３月分 6,911

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 出勤管理システムの保守委託　３月分 1,837

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　３月分 4,320

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　３月分 1,129,637

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ建物清掃業務委託　３月分 300,283

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑエレベーター設備保守委託　３月分 156,989

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑエレベーター設備保守委託　３月分 41,731

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 自動車運転業務委託(単価契約)３月分 424,116

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(FAX)に関する契約（単価契約）（３月分） 2,700

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(FAX)に関する契約（単価契約）（３月分） 4,050

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 3,505

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 5,258

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（３月分） 3,456

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（３月分） 5,184

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 4,037

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 3,353

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 3,353

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(３月分) 4,037

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(３月分) 18,821

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 読売新聞外１点の購読に伴う経費の支出(３月分) 4,037

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 4,037

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 2,623

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 12,111

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月10日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 需用費 一般需用費 朝日新聞外１点の購読に伴う経費の支出（３月分） 4,037
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福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ給食業務委託３月分 4,983,939

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ給食業務委託３月分 1,573,875

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　　３月分 1,148,679

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　　３月分 266,685

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム警備等業務委託　　３月分 84,216

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 管理費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ外1か所設備保守管理委託３月分 10,542,613

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ外1か所設備保守管理委託３月分 3,040,467

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月15日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東京都東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ外1か所設備保守管理委託３月分 960,147

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託３月分 30,327

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託３月分 8,553

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託３月分 829

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ再利用可能物収集・運搬処分委託３月分 261

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物処分業務委託３月分 95,706

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物処分業務委託３月分 28,748

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物収集・運搬業務委託３月分 18,753

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月17日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ産業廃棄物収集・運搬業務委託３月分 5,289

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム産業廃棄物処分委託の支出 107,473

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ナーシングホーム産業廃棄物処分委託の支出 32,283

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ＮＨ産業廃棄物収集運搬業務委託の支出 21,059

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月18日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ＮＨ産業廃棄物収集運搬業務委託の支出 5,939

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託３月分 31,656

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託３月分 8,928

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託３月分 151,620

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月23日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 委託料 東村山ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ一般廃棄物処理業務委託３月分 47,880

福祉保健局 高齢社会対策部
施設支援課（旧東村
山ナーシングホー

平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険施設費 役務費 Ｂフレッツプロバイダ利用料金の支出（３月分） 1,597

中央卸売市場 管理部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成２９年度自己啓発支援事業支援金支出（その２） 46,675

中央卸売市場 食肉市場 管理課 平成30年05月01日 と場会計 と場事業費 と場事業費 運営費 役務費 電子マニフェスト使用料 5,626

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 234,200

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 46,600

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 117,700

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 23,300

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 69,900

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ビジネス」ほか5点の購入 23,300

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 73,914
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建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 26,697

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 56,746

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 19,795

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 19,275

建設局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「時刻表」ほか31点の購入（1～3月分支払） 18,952

建設局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「建通新聞」の購入 20,100

建設局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「地域と人権全国版」ほか1点の購入 14,640

建設局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「しんぶん赤旗」の購入 41,964

建設局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「JACIC情報」の購入 2,160

建設局 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞「日刊建設産業新聞」の購入 103,680

建設局 総務部 総務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分旅費の支出について（不適合分） 553

建設局 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 54,212

建設局 総務部 用度課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度　建設局庁有車の運行管理業務委託(3月分) 9,304,048

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 127,980

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 93,096

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 1,028,808

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 221,292

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 33,912

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 583,848

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 164,268

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 33,912

建設局 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の車検・法定点検（単価契約）について(3月分) 39,420

建設局 総務部 職員課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都建設局研修テキスト複写及び印刷 76,196

建設局 総務部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ研修機能委託料の支出 594,000

建設局 総務部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都建設局職員研修所庁舎清掃委託（１月～３月） 264,902

建設局 総務部 職員課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度東京都建設局職員研修所空調設備点検委託 299,980

建設局 総務部 職員課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 TAIMS端末の修繕について 54,000

建設局 総務部 職員課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年３月分） 712,244

建設局 総務部 職員課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年３月分） 108,363

建設局 総務部 職員課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（平成30年３月分） 164,515

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 137,160

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 88,776

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 電子調達・納品に伴うCADｿﾌﾄｳｪｱの借入れ（再ﾘｰｽ） 267,786

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度積算システムに係る作業委託（単価契約） 852,444
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建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 電子調達・納品に伴う出力機器の借入れ 69,120

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 工事情報共有システム機器等の借入れ（再リース） 191,052

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度建設局認証管理システム運用支援委託 939,600

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度工事費調査委託（単価契約） 677,263

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 平成29年度工事費調査委託（単価契約） 1,467,678

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度工事費調査委託（単価契約） 7,909,069

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 平成29年度工事費調査委託（単価契約） 6,005,183

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 平成29年度工事費調査委託（単価契約） 339,451

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度建設局ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ運用支援委託について 933,120

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 河川工事監督業務委託 27,133,040

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川工事監督業務委託 12,787,000

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成２９年度建設局地理情報システム運用支援委託 3,736,800

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路工事監督業務委託 28,557,580

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 道路工事監督業務委託 8,647,250

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路工事監督業務委託 2,137,250

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 道路工事監督業務委託 3,070,500

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路工事監督業務委託 1,220,500

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 「建設局監督基準・同解説（平成３０年４月）」及び「 146,623

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 「建設局監督基準・同解説（平成３０年４月）」及び「 181,975

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 「建設局監督基準・同解説（平成３０年４月）」及び「 177,918

建設局 総務部 技術管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 「建設局監督基準・同解説（平成３０年４月）」及び「 73,022

建設局 用地部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,280

建設局 用地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写プリントサービスに関する契約（単契）H30年3月分 97,684

建設局 用地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（３月分） 33,402

建設局 用地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

委託料 平成29年度移転資金貸付金管理システム機能改善委託 2,970,000

建設局 用地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費
生活再建資金貸付
費

委託料 H29年度移転資金貸付金収納委託（単契）３月分 653,002

建設局 用地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 H29年度用地取得事務委託に係る経費の支出（調布市） 38,959,647

建設局 用地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 H29年度用地取得事務委託に係る経費の支出（調布市） 4,025,658

建設局 用地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 H29年度用地取得事務委託に係る経費の支出（調布市） 3,132,695

建設局 用地部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度再建プランナー事業委託(放２西五反田)３月 2,287,008

建設局 用地部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土地の管理及び造成委託に係る費用の支出(第4四半期) 6,941,910

建設局 用地部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 代替地購入費 委託料 土地の管理及び造成委託に係る費用の支出(第4四半期) 25,808,131

建設局 用地部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 公有財産購入費 H29年度用地会計返還金の支出について 485,901,249

建設局 用地部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 公有財産購入費 H29年度用地会計返還金の支出について 3,163,310,322
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路施設の非破壊検査技術検討業務委託 4,266,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路・地形データベース維持管理委託の支出について 3,191,443

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（六の５）（単価契約） 8,048,852

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 跨線橋定期点検協定の支出 23,911,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 62,640

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 66,528

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 129,889

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ５月分  公共料金支払 804

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 76,451

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路アセットマネジメントシステム保守委託(トンネル) 1,080,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路トンネル測量調査（ＭＭＳ点群データ） 3,672,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北南建の１） 21,473,100

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の１） 8,076,694

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の２） 7,221,448

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の４）（単価契約） 7,913,032

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北北建の１） 33,052,760

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の５）（単価契約） 8,011,909

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

環境対策型舗装事業における補助金の支出（港区） 32,497,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

環境対策型舗装事業における補助金の支出（世田谷区） 16,057,440

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 アセットマネジメントシステム改修業務委託(トンネル) 3,186,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 永代橋景観照明改修工事その３ 120,100,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の３）（単価契約） 8,379,877

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北北建の２） 35,431,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北南建の２） 22,380,520

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 橋梁(高欄・防護柵)調査検討委託の支出（完了払） 12,312,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 都道上の動物死体処理委託（板橋区） 74,760

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 都道上の動物死体処理委託（墨田区） 214,458

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ICTを活用した施設点検システム管理委託の支出 2,160,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（西建の２） 19,725,520

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（五の５）（単価契約） 8,388,300

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の１）（単価契約） 7,860,715

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の４）（単価契約） 8,519,427
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の３）（単価契約） 8,834,464

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（3月分） 34,306

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー利用料金（3月分） 27,733

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 落書き現況調査委託 2,073,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の４）（単価契約） 8,459,496

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（二の３） 8,134,179

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の１）（単価契約） 7,649,442

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 横断歩道橋清掃委託（単価契約） 8,178,192

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 清洲橋長寿命化工事（塗装） 186,100,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の３）（単価契約） 8,378,750

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（一の２）（単価契約） 8,380,584

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費
負担金補助及交付
金

行政区域境界市川橋平成29年度橋梁修繕事業(精算払) 25,911,036

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費
負担金補助及交付
金

行政区域境界葛飾橋平成29年度橋梁修繕事業(精算払) 22,906,800

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

環境対策型舗装事業における補助金（千代田区） 26,100,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

環境対策型舗装事業における補助金（江東区） 28,213,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費
負担金補助及交付
金

環境対策型舗装事業における補助金（府中市） 12,705,110

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費
負担金補助及交付
金

上野地下歩道における光熱水費等の費用負担について 18,187,645

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 大坂橋交差点大気浄化施設保守管理委託（平成29年度） 6,480,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 多摩都市モノレール大規模修繕工事 251,038,656

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 多摩都市モノレール大規模修繕工事 895,920,731

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 平成２９年度看板実態調査委託（単価契約） 12,593,134

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29三の2)歩行者専用地下道1号(電気) 199,500,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写プリントサービスに関する契約（単価契約）その２ 420,885

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（三の２）（単価契約） 8,337,687

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（南西建の１） 8,889,588

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 栄町一丁目交差点改良工事に関する平成29年度協定 12,367,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 第九次一般橋定期健全度調査委託（一建） 28,080,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 東村山東大和線交差点改良工事における平成29年度協定 5,487,372

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 道路清掃により排出される廃棄物処理手数料の支出 12,894,295

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 工事委託代金の支出（精算払　橋梁の長寿命化） 40,890,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 工事委託代金の支出（精算払　橋梁の長寿命化） 40,890,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 工事委託代金の支出（精算払　橋梁の長寿命化） 40,890,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 工事委託代金の支出（精算払　橋梁の長寿命化） 15,511,563

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 工事委託代金の支出（精算払　橋梁の長寿命化） 40,890,000
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都市町村土木補助費の補助金の支出 54,151,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-多摩） 141,443,280

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-多摩） 10,456,780

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成29年3月分） 11,507

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村無電柱事業費の補助金支出（現年） 823,018,239

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村無電柱事業費の補助金支出（繰越） 29,925,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 3,618,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 613,548,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 63,720,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 83,160,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 3,164,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 107,449,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 396,684,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託協定（譲渡設備・管T-区部・多摩） 78,155,392

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 32,712,120

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 17,661,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 15,968,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 467,640

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 56,187,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 996,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 78,459,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 22,101,120

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 33,219,720

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 20,174,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 16,711,920

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 21,813,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 30,962,520

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 17,898,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 356,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 10,071,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 4,080,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 24,019,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 226,498,826

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 369,360
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 11,816,280

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 307,800

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 3,899,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 9,303,120

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 9,474,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 3,406,320

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 1,621,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 923,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 21,793,320

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 500,040

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 32,352,480

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 894,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 765,720

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 29,079,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 1,037,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 730,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 36,452,160

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 902,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 16,905,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 623,160

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 49,642,200

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 508,680

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 1,131,840

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 17,474,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 55,301,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 34,592,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 14,528,160

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 97,491,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路・管T-区部・多摩） 968,760

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 1,897,743

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 29,330,616

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 3,291,375

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 22,193,014

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 18,941,864
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 87,112,810

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 1,730,246

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 1,593,940

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 7,157,274

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 1,933,816

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 4,226,332

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 2,244,316

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 4,366,624

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 4,006,238

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 2,062,238

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 139,267,383

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 35,473,680

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-多摩） 38,141,144

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 千代田区歩行者専用道第５号線の維持管理 3,507,597

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 多摩都市モノレール自由通路等管理委託 50,743,800

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市自転車走行空間整備事業（都費補助金） 58,913,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費
負担金補助及交付
金

平成２９年度区市道路バリアフリー化事業の補助金支出 135,941,500

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 142,842,396

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 140,655,947

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 26,326,969

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 104,075,004

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 268,302,802

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 136,896,609

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 187,002,299

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 160,500,096

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 105,639,445

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 24,877,891

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 98,237,917

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 380,825,667

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 10,298,471

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 10,154,119

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 299,245,587

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 84,854,084

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 10,214,895
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 60,849,573

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 80,378,025

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 27,140,855

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 11,791,391

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（譲渡設備・管E-区部） 98,766,733

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 75,696,417

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 49,718,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 245,926,738

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 16,373,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 58,443,933

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 46,930,246

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 1,639,926

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 8,301,906

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 4,230,025

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 9,251,410

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 6,247,627

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 2,849,278

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 3,620,354

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 62,020,976

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 14,212,800

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 74,494,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 4,345,953

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 31,893,155

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 35,734,725

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 6,780,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 129,056,432

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 3,064,144

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 11,394,270

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 263,142

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 5,418,122

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 72,311,387

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 72,309,579

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 109,444,151

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 92,372,612
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 134,561,522

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 45,684,932

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 51,544,412

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 2,243,916

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 95,075,562

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 3,886,034

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 5,452,348

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 1,544,584

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 15,198,008

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 20,465,542

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 66,291,067

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 28,250,543

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 110,433,725

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 74,126,604

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 4,095,652

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝工事委託（引込管路工事・管E-区部） 183,378,166

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費
負担金補助及交付
金

平成29年度　ゆりかもめ連絡通路維持管理負担金 21,913,131

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝の点検業務のための調査委託協定（T） 4,989,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝の点検業務のための調査委託設計 4,989,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 3,257,280

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 2,161,080

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 31,405,320

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 4,813,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 1,682,640

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 2,766,960

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 3,049,920

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 507,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 432,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 20,299,680

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 93,103,560

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 24,791,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 8,617,320

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 19,650,600

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 14,016,240
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建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 38,586,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 2,337,120

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 1,308,960

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 4,622,400

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 11,880

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 15,177,240

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 4,050,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 16,416,000

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 無電柱化事業委託平成29年度協定の支出及び精算 60,438,350

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ゆりかもめ昇降施設点検委託 46,530,158

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 ゆりかもめ大規模修繕工事 473,166,144

建設局 道路管理部 管理課 平成30年05月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 ゆりかもめ大規模修繕工事 166,536,006

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち遮音壁設置工事(29四-放35北町) 78,073,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち遮音壁設置工事(29四-放35北町) 1,427,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 高浜橋下部工事 263,900,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託平成29年度委託費 6,326,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 木根川橋長寿命化工事(その４) 83,100,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環5の1号線整備に係る都電軌道施設移設　Ｈ29設計協定 15,015,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補92とJR山手線他との交差部における事前調査費の支出 23,292,682

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山都市計画道路3･4･5号線(電線共同溝設置工事) 17,640,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山都市計画道路3･4･5号線(電線共同溝設置工事) 3,930,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放35号整備平和台付近（Ⅲ工区）計測管理　Ｈ29協定 18,414,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託(東村山3･4･5) 2,057,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 寛永寺坂こ線道路橋における測量及び調査費の支出 17,203,500

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

京成電鉄押上線連立事業に伴う平成29年度補償費 21,416,691

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 市ヶ谷見附こ線道路橋における測量及び調査費の支出 12,974,150

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

日野3･4･3と京王線との立体交差に係る事業費 50,512,680

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第90号線整備事業に関するＨ29年度協定 6,000,469

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 八王子3･4･28とJR八高線との立体交差に関する事業費 1,041,693,149

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 八王子3･4･28とJR八高線との立体交差に関する事業費 518,232

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 福生3・5・17とＪＲ八高線との立体交差に係る事業費 5,065,441

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（町田市） 18,391,364

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（小平市） 7,898,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 国分寺3･2･8と西武国分寺線との立体交差に係る事業費 249,600,000
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 国分寺3･2･8と西武国分寺線との立体交差に係る事業費 97,400,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 福生3・4・2とJR青梅線との立体交差に係る事業費 379,107,655

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 福生3・4・2とJR青梅線との立体交差に係る事業費 3,570,042

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 西武鉄道新宿線連立(井荻駅付近)調査の実施に伴う支出 7,803,900

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山都市計画道路3･4･5号線(橋梁工事委託　H28繰越) 67,495,280

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 JR南武線連立事業に伴う平成29年度業務委託 4,161,003

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 東武東上本線連立(大山駅)事前調査の実施に伴う支出 5,856,840

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 東武東上線連立(大山駅)環境調査費の支出について 53,399,550

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

道路と京急線との連立事業に係るH29年度事業費 18,182,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 40,802

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 379,524

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 32,026

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 築地虎ノ門トンネル管理委託（３月分） 9,261,216

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（東村山市） 39,201,453

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（東村山市） 80,977,521

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

西武線(東村山)との連立に係る平成29年度事業費 2,888,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 西武新宿線連立(井荻～西武柳沢)調査の実施に伴う支出 82,192,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

西武線(中井～野方)との連立に係る平成29年度事業費 3,021,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

道路と小田急線との連立事業に係るH29年度事業費 850,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小田急電鉄小田原線連立整備事業の実施に伴う支出 10,713,200

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 4,082,032

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 69,940,579

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 1,822,338

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 15,571,679

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 3,571,084

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 5,957,884

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 743,310

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 1,683,720

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 3,493,756

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 12,687,062

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 7,097,760

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 24,398,456

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 23,261,786

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 45,109,431
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 58,498,548

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 3,868,970

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 9,185,918

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 53,880,629

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 24,466,089

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 1,445,428

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 729,108

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 1,311,951

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業に伴う引込管路工事委託（建E-区部） 40,027,627

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 3,578,666

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 21,141,399

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 15,642,563

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 28,761,440

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 42,593,602

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 86,468,950

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 30,857,091

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 15,971,017

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 18,557,779

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 38,875,946

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 2,352,002

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 2,829,135

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 26,574,543

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 20,524,487

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 12,345,689

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託(建E多摩部） 3,054,833

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路と京王線（仙川～笹塚）連立事業に係る事業費 240,605,663

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

小田急線の連立に係る機能回復工事の平成29年度事業費 584,159,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

京王線(笹塚～仙川）連立事業に係るH29年度事業費 1,671,686,685

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 京浜急行連立事業に伴う街路整備に係るH29事業費 28,782,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14工事等委託　H29年度委託額の支出 57,164,414

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14工事等委託　H29年度委託額の支出 370,586

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（武蔵野市） 8,948,400

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 29,249,640

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 17,191,440
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 7,853,760

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 23,634,720

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 24,783,840

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 2,338,200

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 16,672,494

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 4,704,480

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 電線類地中化事業　引込管路工事委託(建T区部多摩部） 470,448

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 5,671,080

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 5,695,920

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 12,957,840

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 9,034,200

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 1,391,040

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 342,360

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 15,136,200

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 40,379,040

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 15,516,360

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 12,306,600

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 812,160

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 1,575,720

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 16,161,120

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 1,486,080

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 1,477,440

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 315,360

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 1,485,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 9,926,280

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 16,999,200

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 65,833,560

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 18,435,600

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 37,162,800

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 885,600

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 6,122,520

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 65,151,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線類地中化事業-引込管路工事委託（建T区部多摩部） 82,941,742

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 新みちまち用地取得委託（小金井市）H28繰越 27,357,000
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（西東京市） 10,926,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助（都市計画道路）支出28明許繰越分 19,680,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助（都市計画道路）支出現年分 619,473,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14設計・調査等委託　H29年度委託額 4,104,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14設計・調査等委託　H29年度委託額 41,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 新みちまち用地取得委託（東村山市） 27,717,941

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 京王線(笹塚～仙川)連立業務委託に係る支出 18,956,721

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

京成押上線(葛飾)連立及び街路事業に係る事業費の支出 9,234,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 府中3･2･2の2等整備に先行する拡幅工事に関する事業費 39,135,538

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14用地取得委託　H29年度委託額の支出 1,491,820

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 小金井3・4・14用地取得委託　H29年度委託額の支出 1,009,180

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（小金井市） 168,855,117

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（小金井市） 29,142,883

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山３・４・５橋梁工事委託（東村山市） 46,674,360

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山３・４・５橋梁工事委託（東村山市） 3,033,833

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山３・４・５電線共同溝設置工事委託（東村山市） 39,722,400

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 東村山３・４・５電線共同溝設置工事委託（東村山市） 3,577,792

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 町田３・４・３８電線共同溝設置工事委託（町田市） 35,469,360

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 町田３・４・３８電線共同溝設置工事委託（町田市） 3,237,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 小金井３・４・３電線共同溝設置工事委託（小金井市） 64,708,801

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 小金井３・４・３電線共同溝設置工事委託（小金井市） 5,270,199

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 小金井３・４・１電線共同溝設置工事委託（小金井市） 6,764,040

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 小金井３・４・１電線共同溝設置工事委託（小金井市） 675,960

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

京成電鉄押上線連立(葛飾)事業の実施に伴う支出 1,752,000,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託(H28繰越)(青梅市) 12,133,119

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（青梅市） 11,032,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（調布市） 133,984,097

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（調布市） 9,196,903

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 青梅３・５・５電線共同溝設置工事委託（青梅市） 17,010,790

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 青梅３・５・５電線共同溝設置工事委託（青梅市） 1,443,210

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 調布３・４・２６電線共同溝設置工事委託（調布市） 4,513,320

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 調布３・４・２６電線共同溝設置工事委託（調布市） 450,680

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 第三次みちまち用地取得委託（三鷹市） 1,500,400

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 三鷹３・４・７電線共同溝設置工事委託（三鷹市） 4,099,255
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建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 三鷹３・４・７電線共同溝設置工事委託（三鷹市） 15,919

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 新みちまち用地取得委託（三鷹市） 29,837,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 新みちまち用地取得委託（三鷹市） 30,000

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

連絡道路橋梁部の整備等の費用負担-H29協定の支出 492,445,321

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費
負担金補助及交付
金

連絡道路橋梁部の整備等の費用負担-H29協定の支出 3,447,211

建設局 道路建設部 管理課 平成30年05月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 梅ヶ谷トンネル（仮称）整備工事（西－梅ヶ谷の２） 363,000,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹の樹冠拡大のための維持管理計画検証等調査委託 9,720,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,032

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 28,585

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 葛西臨海公園他38公園公衆無線LANサービス業務委託 189,441

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 委託料 葛西臨海公園他38公園公衆無線LANサービス業務委託 21,492

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立夢の島公園及び夢の島熱帯植物館の管理（３月分） 22,102,860

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立潮風公園及び都立台場公園の管理 6,613,587

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 芝公園他12公園におけるLANサービス提供業務委託 113,778

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費
負担金補助及交付
金

日比谷公会堂共通管理費の支払（第4四半期） 805,296

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立日比谷公園外６施設の管理（３月分） 57,464,073

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立戸山公園外５公園の管理（３月分） 52,138,823

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立長沼公園外４公園の管理（３月分） 23,737,388

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立浜離宮恩賜庭園外８公園の管理（３月分） 46,239,741

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立神代植物公園の管理（３月分） 44,531,654

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 委託料 東京都多磨霊園外７霊園の管理（３月分） 127,174,050

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 委託料 東京都瑞江葬儀所の管理（３月分） 28,560,654

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立東白鬚公園外２０公園の管理（３月分） 291,519,500

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立大神山公園の管理（３月分） 5,254,241

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 需用費 一般需用費 「東京都公園緑地及び霊園関係法令集」追録第11号 1,224,720

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 需用費 一般需用費 「東京都公園緑地及び霊園関係法令集」追録第11号 1,224,720

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 需用費 一般需用費 「東京都公園緑地及び霊園関係法令集」追録第11号 1,224,720

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（3月分） 171,956

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金（3月分） 12,943

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立陵南公園外３公園の管理（３月分） 18,417,400

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立狭山公園外４公園の管理（３月分） 29,264,779

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立横網町公園の管理（３月分） 5,292,248

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 都立武蔵野公園外７公園の管理（３月分） 37,975,400

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 林試の森公園基本計画策定に係る調査委託 2,700,000
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建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 練馬城址公園整備計画資料作成委託 4,104,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 日比谷公園基礎調査委託 7,603,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 祖師ヶ谷公園事業化検討委託 3,132,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園評価資料作成委託 3,715,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 郊外霊園実施計画図作成委託 4,363,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園管理費 委託料 恩賜上野動物園外３施設の管理（３月分） 490,693,262

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市計画（公園）事業費補助金の支出 450,489,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（3月分） 781

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（3月分） 1,426

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 平成29年度精算旅費の支払について（3月分） 1,152

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 小石川後楽園ほか6園防災公園整備基本計画等策定委託 5,389,200

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 小金井公園ほか4公園防災公園整備基本計画等策定委託 4,320,000

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 大戸緑地都市計画区域検討委託 1,814,400

建設局 公園緑地部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 小山田緑地事業検討委託 3,024,000

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 42,336

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所管理費 役務費 平成29年度郵便振替通常現金払手数料について（5月） 1,479

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 スポーツ施設予約管理システム運用支援委託 4,383,720

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年05月14日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 スポーツ施設予約管理システム運用支援委託 1,052,093

建設局 公園緑地部 公園課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 スポーツ施設予約管理システム運用支援委託 409,147

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 新中川低水護岸整備工事（その５８-３） 207,117,040

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 小名木川排水機場耐震補強工事に伴う電気設備工事 463,259,600

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 上平井水門耐震補強工事（その２） 320,000,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 小名木川排水機場耐震補強工事に伴う建築工事 106,112,700

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 47,464

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 67,622

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 1,890

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 144,631

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 45,701

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,554,447

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 52,920

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 26,834

建設局 河川部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,506

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり防止施設長寿命化計 64,584,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 役務費 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「東京の土砂災害対策事業」等翻訳委託料支出 87,555
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建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 役務費 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「東京の土砂災害対策事業」等翻訳委託料支出 57,240

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎詳細調査委託（区部13・単契） 2,682,377

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 平成２９年度内川排水機場、内川水門の操作業務に関す 4,030,514

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎詳細調査委託(北多摩4・単契） 34,767,770

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎詳細調査委託（区部11・単契） 12,874,593

建設局 河川部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出(3月分） 444,314

建設局 河川部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 平成29年度堤防・護岸（特殊堤）の予防保全計画導入 18,144,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 新河岸川外３河川の河川施設基礎調査委託 10,260,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 「東京都水防計画付図」外1点の印刷の支出について 1,394,280

建設局 河川部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川水辺環境保全業務委託の支払（３月分） 54,404,430

建設局 河川部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 竪川水門耐震補強工事 555,792,360

建設局 河川部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 小名木川排水機場耐震補強工事 2,497,957,550

建設局 河川部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 上平井水門耐震補強工事 643,830,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 竪川水門耐震補強工事 50,733,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 呑川防潮堤耐震補強工事（その１７）その２ 360,000,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 回線使用料の支出(河川映像監視用)(3月分) 12,096

建設局 河川部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料の支出（河川防災情報用）(3月分) 5,616

建設局 河川部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川テラス等24時間巡回警備業務委託（その１） 2,811,650

建設局 河川部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川テラス等24時間巡回警備業務委託（その４） 2,697,651

建設局 河川部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 水上交通の事業収支検討委託 8,100,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 用地測量（国立排水路敷地）に係る支払（完了払） 996,000

建設局 河川部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 632

建設局 河川部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 715

建設局 河川部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川水面清掃業務委託（単価契約）の支払（３月分） 30,952,074

建設局 河川部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川水面清掃船舶等及び分室保守管理委託に関する平成 55,316,493

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備詳細設計（29一‐6） 5,186,160

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備詳細設計（29一‐1） 4,014,360

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間整備詳細設計（29一‐9） 4,974,480

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下横断歩道清掃委託（港工区）（１～３月分） 1,200,416

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 一般需用費 ショベル外2点の買入れ 111,069

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹診断委託（港）（単価契約） 4,610,736

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（港工区西部その２）単価契約（8～22） 4,962,497

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守（港工区西部その２）単価契約（8～22） 2,668,194

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第2号線　事業用地管理工事(単価契約)(75～87) 378,000
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 環状第2号線　事業用地管理工事(単価契約)(75～87) 2,162,365

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（千代田工区その２）単価契約（16～18） 1,219,914

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 217,028

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 121,940

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 702,546

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 78,009

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,428

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 113,250

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 41,311

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 40,967

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,164

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,823

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,691

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 159,717

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 4,660

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 2,266

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 122,522

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 19,164

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 47,263

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路照明設置工事（29一-1） 27,129,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 工事請負費 日本橋川防潮堤耐震補強工事（その2-2） 89,700,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 排水槽しゅんせつ委託（単価契約） 2,643,926

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 下水道使用料の支出について（共同溝） 6,032,304

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（一の１）緊急施行 810,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 図書11点の購入 232,927

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（港工区東部その２）単価契約（9～17） 2,699,676

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守（港工区東部その２）単価契約（9～17） 2,974,214

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（その4）単価契約 60,264

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 カラーコピー外２点の印刷(単価契約) 34,320

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 24,963
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約) 9,720

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(その2)(複数単価契約) 10,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(カラー)(複数単価契約) 32,421

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(ｶﾗｰその2)(複数単価契約) 63,906

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 清洲橋長寿命化工事（橋面舗装及び伸縮装置取替） 170,820,640

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 共同溝監視業務委託（10月～3月） 9,530,300

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 共同溝設備保守委託 1,083,888

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第一建設事務所建物管理委託（３月分） 487,225

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29一の2・遮熱性舗装）及び視覚障害者 81,295,480

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29一の2・遮熱性舗装）及び視覚障害者 10,696,800

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 勝鬨橋長寿命化工事（塗装） 69,000,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 視覚障害者誘導用標示設置工事（29一-2） 18,528,480

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路附属物現況調査委託（29一の1） 1,814,400

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（一の２）緊急施行 1,188,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の３）単価契約その2 2,364,569

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の３）単価契約その2 1,966,481

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ETCによる高速道路利用料金の後納払に係る経費(3月分) 21,030

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ委託(港工区その2)単価契約(3～16) 4,835,356

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29一の港)(単価契約)(２，３月分) 3,861,864

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の４）単価契約その２ 6,921,087

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の４）単価契約その２ 2,933,982

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（千代田工区その２）単価契約（19～22） 696,740

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 古川地下調節池自家用電気工作物保安管理業務委託 81,648

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下横断歩道清掃委託（市ヶ谷）（３月分） 428,519

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 皇居前鍛冶橋線道路景観整備工事（29一-1） 74,400,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事（その２）単価契約 204,876

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事（その２）単価契約 12,563,047

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(広幅)(複数単価契約) 21,934

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 16,997

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 45,230

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 自動車ガソリン外１点の購入(その６)　単価契約 6,923

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（建設物価外15点）の購入（1～3月分） 127,820

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（３月分） 12,528

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（３月分） 6,264
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借（３月分） 25,056

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下横断歩道清掃委託（中央工区）（１～３月分） 642,130

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 工事請負費 歩行者用観光案内標識設置及び更新工事（29一‐1） 42,387,840

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 視覚障害者誘導用標示設置詳細設計（29一-1） 2,937,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 勝鬨橋消火器廃棄処分委託 75,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 役務費 勝鬨橋消火器廃棄処分委託 27,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 環2勝どき高架橋(仮称)ほか付帯工事(29一‐環2勝どき) 4,110,248

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 環2勝どき高架橋(仮称)ほか付帯工事(29一‐環2勝どき) 8,689,752

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守（中央工区その２）単価契約（11～16） 2,589,046

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守（中央工区その２）単価契約（11～16） 2,060,058

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 施設保守委託（単価契約）（7～18） 1,659,042

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 施設保守委託（単価契約）（7～18） 2,027,592

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 備品購入費 車両移動用ジャッキの購入 183,600

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第２号線隅田川橋詰スロープ詳細設計 22,414,000

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事（中央工区その２）単価契約（1～107） 1,775,836

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（中央工区その２）単価契約（1～107） 19,166,087

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（一の1）単価契約 3,795,120

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の1）単価契約その２ 7,321,679

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の1）単価契約その２ 1,757,926

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の1）単価契約その３ 901,027

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の1）単価契約その３ 510,730

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 隅田川維持工事（その１）単価契約（14～25） 776,865

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 隅田川維持工事（その１）単価契約（14～25） 5,369,263

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ委託（千代田工区その２）単価契約 2,686,856

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（２、３月） 807,821

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう排水桝しゅんせつ委託（その２）単価契約 4,103,319

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事（港工区その２）単価契約（1～68） 4,630,194

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（港工区その２）単価契約（1～68） 34,886,913

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 一般需用費 端末（スマートフォン）外1台の購入 167,184

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 端末（スマートフォン）外1台の購入 19,440

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）その２（1～35） 8,962,268

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（単価契約）その２（1～35） 1,810,628

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）その２（1～35） 88,031

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事（単価契約）その２（1～35） 20,163
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建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰの使用に伴う代金の支出(3月分) 42,899

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 東銀座地下自動車道照明設備外改修詳細設計 4,201,200

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（一の２）単価契約その２ 4,482,101

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（一の２）単価契約その２ 1,057,774

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事（千代田工区その２）単価契約（1～50） 2,951,586

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（千代田工区その２）単価契約（1～50） 34,880,715

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 597

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 514

建設局 第一建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 1,861

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 地下水位調査委託(その20)(環5の1新宿御苑)の支出 1,059,480

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(3月分) 12,528

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 ファクシミリの賃借(3月分) 6,264

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝詳細設計（29二-２）の支出（完了金） 5,572,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植樹帯等清掃委託（渋谷）その２ 13,392,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 植樹帯等清掃委託（品川）その２（第2回） 5,612,868

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路緑化整備工事(二建）の支出 19,506,046

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大師橋取付陸橋(上り)定期健全度調査委託の支出 2,052,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の１)単価契約その2の支出(3月分) 610,803

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の１)単価契約その2の支出(3月分) 2,768,558

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(ｶﾗｰ)単価契約(3月分) 26,435

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(広幅機)単価契約(3月分) 42,552

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(ﾓﾉｸﾛ)に関する契約(単価契約)(3月分) 31,536

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽ(複合機)に関する契約(単価契約)(3月分) 90,424

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 85,358

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,594

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,873

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,873

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 46,783

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 60,970

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,808

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,416

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 178,434

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 64,628

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,798

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,090

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 30

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ５月分  公共料金支払 626

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 支障物撤去工事その2(28二－環5の1神宮前)の支出(完 28,020,320

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設自家用電気工作物保安管理業務委託(3月分) 75,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設監視設備保守委託 1,242,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 特例都道第413号線警備委託の支出(３月分） 860,436

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 支障物撤去工事その2(28二－環5の1神宮前)の支出（完 121,605,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29二の２）の支出（完了金） 6,234,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（目黒）その２（第３回） 3,390,876

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（世田谷）その２ 23,490,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 大和大橋(内回り）長寿命化基本設計の支出 11,340,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹大径木再生整備設計(二建） 1,495,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 電線共同溝設置に伴う準備工事（29二-１） 10,664,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 さいかち橋歩道橋外３橋維持工事（塗装及び高欄嵩上) 23,843,680

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29二の14)及び沼部橋維持工事(橋面舗装) 44,743,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 路面補修工事(29二の14)及び沼部橋維持工事(橋面舗装) 2,163,240
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29二の14)及び沼部橋維持工事(橋面舗装) 2,153,520

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29二の９）照明設備改修の支出 14,207,720

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 目黒川荏原調節池補修工事に伴う概略設計の支出 4,644,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路施設改修(29二の2)擁壁調査委託 2,968,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射17号線(呑川)道路詳細設計及び橋梁詳細修正設計 5,252,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 呑川防潮堤耐震対策詳細設計(その５）補足設計の支出 11,610,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 不適樹撤去工事 4,231,440

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第26号線（豊町）構造物詳細修正設計の支出 4,000,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 等々力大橋(仮称）道路基本修正設計及び橋梁基本補足 4,100,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川総合庁舎維持管理費(3月分) 2,573,622

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

品川総合庁舎(ＭＢ階)維持管理費の支出（3月分） 50,098

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29二の5・遮熱性舗装)及電線共同溝整備 70,322,540

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29二の5・遮熱性舗装)及電線共同溝整備 7,641,760

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29二の5・遮熱性舗装)及電線共同溝整備 6,627,160

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事(29二の5・遮熱性舗装)及電線共同溝整備 1,549,700

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 平和島歩道橋現況測量の支出 6,973,320

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29二の３)照明設備改修その２の支出 12,527,560

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹冬期剪定（世田谷工区）その１１の支出 9,396,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝詳細補足設計（29二-１）の支出 4,294,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 内川都民とともに進める川づくり調査委託の支出 280,800

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち排水管設置工事（29二－環５の１北 13,400,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち排水管設置工事（29二－環５の１北 1,700,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 第二建設事務所レイアウト変更に伴う什器類運搬作業委 282,960

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(単価契約)その2-2の支出(１～２月分） 418,273

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(単価契約)その2-2の支出(１～２月分） 21,123,716

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の4)単価契約その3の支出(3月分) 1,267,769

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の4)単価契約その3の支出(3月分) 6,416,566

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の5)単価契約その3の支出(3月分) 1,387,762

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(二の5)単価契約その3の支出(3月分) 2,016,252

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の7)単価契約その2の支出(3月分) 370,685

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の7)単価契約その2の支出(3月分) 1,660,795

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約(工区複合機)単価契約(3月分) 43,639

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出(3月分) 26,773

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出(3月分) 74,713
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出(3月分) 14,232

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（単価契約）その4の支出(3月分) 9,113

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の６)単価契約の支出（３月分） 84,936

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託の支出（補54・上祖師谷） 125,190

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 意見書作成委託の支出（補29・豊町） 251,032

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 呑川新橋旧橋撤去工事(28二-放17呑川新橋)の支出 58,046,680

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 富ヶ谷歩道橋外3か所昇降機定期点検整備委託の支出 1,041,444

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び排水管設置工事(29二-補128桜) 14,834,920

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び排水管設置工事(29二-補128桜) 11,269,760

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び排水管設置工事(29二-補128桜) 20,596,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 矢口渡駅前歩道橋外１橋維持工事(塗装)の支出 37,158,480

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 希望丘歩道橋外３橋補修設計の支出 9,180,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 土地の一時賃貸借契約の締結について【補27・富士見橋 1,018,511

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 常盤陸橋補修設計（その３）の支出（前払金） 1,200,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出（３月分） 291,740

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の1)単価契約その2の支出（３月分） 17,121,914

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の7)単価契約その3の支出（３月分） 581,040

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の7)単価契約その3の支出（３月分） 1,126,224

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の7)単価契約の支出（３月分） 157,293

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の7)単価契約の支出（３月分） 1,766,636

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託の支出（補助第29号線（大崎）） 4,303,800

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 白金トンネル保守委託の支出 3,780,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第二建設事務所工区その他警備委託(3月分) 53,568

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都第二建設事務所工区その他警備委託(3月分) 11,232

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（品川）その２の支出（第２回） 11,075,832

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助26号線(東北沢)道路詳細修正設計及び電線共同溝詳 4,696,840

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 工事請負費 歩行者用観光案内標識設置工事(29二-１） 13,964,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路緑化補修工事(二建）の支出 19,974,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 仙川整備工事に伴う迂回路補修工事の支出 546,580

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 仙川整備工事に伴う迂回路補修工事の支出 1,140,380

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(二の１）単価契約その２の支出 1,945,944

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の6)単価契約その2の支出（３月分） 1,716,066

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 動物死体処理委託（単価契約）の支出（1-3月分） 541,296

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 動物死体処理委託（単価契約）の支出（1-3月分） 541,296
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月分） 521,420

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月分） 75,722

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月分） 9,172

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月分） 15,824

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月分） 34,420

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託（環５の１・北参道）の支出 3,820,500

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 目黒川調節池自家用電気工作物保安管理業務委託（３月 81,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 芦花公園前歩道橋外１橋維持工事の支出 28,086,280

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第26号線（東北沢）土壌改良詳細補足設計の支出 4,179,600

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事(29二の18）の支出（前払金） 37,100,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路上障害物撤去委託(二の2)単価契約の支出(3月分) 1,954,497

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の2)単価契約その2の支出（３月分） 111,747

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の2)単価契約その2の支出（３月分） 458,098

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 土壌調査委託(単価契約)【補助第29号線（西大井）外１ 507,384

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 品川工区ほか３工区庁舎清掃委託 159,755

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 勝平橋補修工事（落橋防止）（緊急起工）の支出 126,360,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出(3月分) 6,160

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出(3月分) 12,910

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出(3月分) 17,866

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 船入場調節池警備委託の支出（３月分） 12,960

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(放17号・大森東)(明)の締結 8,792,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路排水場保守委託（二の２）の支出（１～３月分） 339,120

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間予備設計(29二-２） 1,220,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 浅間歩道橋外１橋維持工事(塗装)の支出（完了金） 19,594,200

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事(29二－３)その２の支出 26,519,400

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 非木造建物等積算委託【補28号(大井)外2路線】 3,132,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 非木造建物等積算委託【補助29号(豊町)外２路線】 4,104,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の目黒）（単価契約）の支出 2,140,884

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29二の品川)(単価契約）（３月分） 2,128,896

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(二の４）単価契約その２の支出 3,440,775

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(二の４）単価契約その２の支出 371,487

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守(二の2)単価契約その3の支出（３月分） 1,299,627

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守(二の2)単価契約その3の支出（３月分） 1,544,292

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約(放17号・大森東)の締結(完了払) 639,299
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建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 公共嘱託登記(表示登記)等業務委託(単価契約)の支出 2,387,048

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環状第５の１号線(千駄ヶ谷)道路詳細補足設計及び横断 47,337,480

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 船入場調節池設備補修詳細設計（完了払） 5,360,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 八幡山団地歩道橋外３橋補修工事の支出 4,000,000

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の3)単価契約その2の支出（３月分） 470,318

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の3)単価契約その2の支出（３月分） 8,239,836

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(二の６)単価契約その２の支出（３月分） 1,465,911

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(二の６)単価契約その２の支出（３月分） 8,140,214

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 放置自転車及び放置バイクの回収運搬業務委託(単価契 75,492

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 普通旅費・研修旅費・特別旅費の支出（３月追加分） 194

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路照明設置工事（29二-１）（完了金） 19,066,880

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋りょう維持工事(二の１)単価契約の支出（３月分） 375,500

建設局 第二建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋りょう維持工事(二の１)単価契約の支出（３月分） 3,165,506

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償契約（環状第３号線、弁天町） 207,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 電線共同溝予備設計（２９三－１）目白通り 4,218,400

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 善福寺川調節池工事に伴う広場等復旧工事 107,944,440

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事(29三の12)専地下1号改修(昇降設備) 5,200,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（中野工区その２）単価契約 9,876,684

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（中野工区その２）単価契約 338,400

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（中野工区その２）単価契約 3,195,282

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 11,692,580

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(その4)単価契約 486,388

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 下水道料金の継続支出について 3,949,900

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理（新宿工区東）その３単価契約 9,429,998

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理（新宿工区東）その３単価契約 18,743,743

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,808

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,920

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,164

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,164

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 20,816

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 170,632

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,808

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,384

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,890
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建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 42,803

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,156

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,838

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 新宿副都心西口広場等監視制御設備保守点検委託 892,620

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第三建設事務所工区等警備委託 31,320

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 102,568

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 埋蔵文化財調査委託(29三-環3弁天町） 2,573,100

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 副１１号高架橋補修詳細設計 2,484,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 善福寺川整備工事に伴う支障移設（通信）工事 117,600

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理(杉並工区北)その2単価契約 6,833,439

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理(杉並工区北)その2単価契約 16,838,439

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第74号線地下水位調査委託（その１７） 1,069,200

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 18,654,075

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事(その3)単価契約 6,231,427

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 860,330

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29三の1) 10,797,000

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29三の２) 6,650,440

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（２９三の３） 7,620,040

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路敷地調査測量（２９三の３） 1,369,400

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路敷地調査測量（２９三の３） 1,160,040

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 地下埋設物台帳補正測量（29三の１） 14,973,920

建設局 第三建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

庁舎維持管理費の継続支払い 1,698,893

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償金 7,967,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池空調設備工事 1,337,480

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池昇降機設備工事 17,250,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池空調設備工事 490,320

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 豊玉南歩道橋外1橋維持工事（塗装） 13,765,440

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路予備修正設計（29四-補73・82） 15,638,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度　冬期剪定委託（練馬） 20,002,680

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 平成29年度　街路樹植栽工事（豊島） 18,837,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 平成29年度　街路樹維持工事（練馬）その２ 12,694,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 積算委託（補73）その4 1,512,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池昇降機設備工事 974,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 施設保守（単価契約） 2,297,543
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 施設保守（単価契約） 1,839,780

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路しゅんせつ　単価契約（石－２） 3,564,709

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費
負担金補助及交付
金

四建分室電気及び水道料（負担金）の支出 98,825

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第四建設事務所　リサイクル廃棄物処理２（単価契約） 30,625

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 第四建設事務所　リサイクル廃棄物処理２（単価契約） 10,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,388

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,682

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,747

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,681

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,164

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 55,234

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,922

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 26,509

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,950

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,032

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事（29四の3）照明設備改修 23,328,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 白子川整備工事（その132）に伴う支障施設復元補償金 25,517,563

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（熊野町排水場ほか3箇所） 272,808

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池建築附帯電気設備工事 21,258,520

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放35道路詳細修正設計・電線共同溝詳細修正設計その２ 9,395,440
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路台帳測量及引継図書作成放9西巣鴨・補133中村橋 5,437,520

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事5練馬春日町トンネル排水設備改修 3,834,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度　冬期剪定委託（石神井） 28,887,840

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路概略修正設計（29四-1） 10,044,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川地下調節池排水設備工事（その2）（緊急施工） 34,560,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 道路施設補修工事（29四-環8練馬トンネル）緊急施工 14,796,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 物件調査委託（特４４１）（単価契約） 1,314,665

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 暫定道路整備工事（28四-放35北町） 119,571,640

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事（28四-補229上石神井） 54,935,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事（28四-補229上石神井） 94,293,440

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射35・36号線道路予備修正設計・共同溝予備修正設計 8,631,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第35・36号線橋梁詳細設計 13,864,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第230号線（大泉学園町）道路予備修正設計 5,400,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第233号線道路予備修正設計（その2） 2,904,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川整備工事に伴う家屋事前調査委託（Ｈ２９） 2,171,880

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事（29四-1） 32,889,240

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29四の9・遮熱性舗装） 70,305,760

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 平成29年度　街路樹維持工事（石神井）その2 4,283,280

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び補償代行工事（29四-放7大泉学園） 6,400,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び補償代行工事（29四-放7大泉学園） 14,800,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の1）緊急施行 345,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の2）緊急施行 432,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の3）緊急施行 1,836,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の4）緊急施行 3,780,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の5）緊急施行 432,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の6）緊急施行 874,800

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の7）緊急施行 1,944,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の8）緊急施行 405,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の9）緊急施行 432,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の10）緊急施行 378,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の11）緊急施行 950,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の12）緊急施行 615,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の13）緊急施行 3,434,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の14）緊急施行 1,328,400
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の15）緊急施行 874,800

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の16）緊急施行 648,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の17）緊急施行 1,296,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の18）緊急施行 3,564,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29四の19）緊急施行 1,717,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事放7大泉学園 6,300,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事放7大泉学園 28,600,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（板－３） 503,949

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（板－３） 1,176,212

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（練－２） 1,142,483

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（練－２） 1,598,330

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（豊－２） 1,123,925

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（豊－２） 329,162

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29四の豊島）（単価契約） 2,186,902

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 環８（練馬区北町～板橋区若木）事後調査報告作成委託 1,188,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 電線共同溝設置工事（29四-放9巣鴨） 47,400,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 1,170,830

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 74,404

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 管内河川及び事業用地等維持管理工事（単価契約） 91,109

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第四建設事務所古紙リサイクル処理委託（単価契約） 10,908

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（３月分） 16,432

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（３月分） 5,504

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い（３月分） 7,210

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）1月～3月 19,710

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）1月～3月 47,322

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）1月～3月 9,039

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 需用費 光熱水費 ガソリンの購入（管理課ほか）（単価契約）1月～3月 9,699

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入支出（単価契約）1～3月分 12,463

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 工事損害賠償等に係る法律相談業務委託(単価契約)3-2 14,669

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 比丘尼橋下流調節池設備機器長寿命化詳細設計 2,958,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 城北中央公園調節池整備に伴う詳細設計 55,240,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川整備工事（152-2）伴う家屋復旧調査委託2 1,081,080

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第35・36号線環境施設帯整備計画案検討委託 11,674,240

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝予備設計（29四-補233） 3,438,400
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設監視設備保守委託 1,188,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 大気浄化施設管理委託（大和町） 9,579,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 白子川整備工事（130-2）に伴う家屋復旧調査委託2 1,942,920

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝詳細設計（28・29四-補172長崎） 9,616,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 主要地方道第25号線平面交差点現況測量 7,151,760

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川整備工事（曙橋）に伴う基本設計（29-1） 5,082,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川整備工事栄橋～愛宕橋に伴う詳細設計（29-2） 5,211,560

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川整備工事集い橋～豊栄橋に伴う補足設計29-1 3,639,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 石神井川整備工事集い橋～豊栄橋に伴う補足設計29-1 1,056,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第９号線Ⅲ期整備事業に伴う埋蔵文化財調査委託 14,601,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約（石－２） 575,047

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約（石－２） 2,539,629

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第233号線ほか用地補足測量その２（単価契約） 7,226,851

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第四建設事務所自家用電気工作物定期点検保守委託 27,047

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 昇降設備保守委託（若木のぞみ歩道橋ほか1箇所） 4,639,680

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（谷原排水場外1箇所） 180,360

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（小竹排水場ほか2箇所） 86,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託 169,128

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川施設自家用電気工作物保安管理業務委託 163,296

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所建物管理委託 323,209

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 石神井川取水施設自家用電気工作物保安管理業務委託 41,580

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 白子川護岸整備工事（その105の4） 31,653,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川管理施設点検業務委託（29四建の1） 1,987,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 路面補修工事11及び区画線設置工事4 294,840

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事11及び区画線設置工事4 40,267,800

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 北町若木トンネル換気計測装置保守点検委託 3,402,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち防護柵設置工事（29四-放7大泉学園 13,000,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第四建設事務所庁舎警備委託 30,780

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設保守委託（熊野町排水場ほか3箇所） 231,552

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放射第35号線地下水位調査委託 972,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 交通安全施設管理業務委託（29四-補230） 691,200

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 比丘尼橋下流調節池昇降機保守委託 570,240

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝詳細設計（28・29四-補26千早・南長崎） 9,156,240

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 電線共同溝詳細設計（28・29四-補26千早・南長崎） 5,855,760
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（28四-放7大泉学 20,605,160

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（28四-放7大泉学 59,468,520

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 大気浄化施設管理委託（板橋相生陸橋） 22,032,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 石神井川河床整備工事2に伴う家屋復旧調査委託その２ 534,600

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事及び電線共同溝設置工事28四放7大泉学園 55,435,320

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 向原トンネルほか1か所自家発電設備改修詳細設計 4,104,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（四の１）単価契約 424,116

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 共同溝保守委託 256,500

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 放9（Ⅲ期）共同溝換気口移設及び共同溝詳細修正設計4 7,904,400

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 道路施設整備工事6谷原排水場ほか２か所伝送装置改修 10,584,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 公共嘱託登記等にかかる業務委託（単価契約） 4,916,980

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹等維持　単価契約（石神井）その２ 1,698,089

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹等維持　単価契約（石神井）その２ 238,151

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第８２号線ほか用地補足測量（単価契約） 4,065,054

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち標識設置工事（29四-放３５北町） 26,200,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事のうち標識設置工事（29四-放３５北町） 7,400,000

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（豊－２） 5,440,386

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（豊－２） 72,090

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（豊－２） 291,546

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（練－２） 11,456,491

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（練－２） 164,408

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（練－２） 30,780

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第73号線ほか用地補足測量（単価契約） 7,959,515

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第81号線ほか用地補足測量（単価契約） 14,784,651

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（板－２） 13,966,332

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（板－２） 162,367

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（板－２） 4,810,362

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その２の２）（単価契約） 32,060,394

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（その２の２）（単価契約） 366,660

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その２の２）（単価契約） 742,596

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事（その２の２）（単価契約） 1,129,561

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 12,791,454

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 1,228,593

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 1,208,405
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建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 473,450

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 160,234

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 事業地管理工事（その２の３）（単価契約） 287,479

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（石－２） 23,525,695

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持　単価契約（石－２） 1,382,847

建設局 第四建設事務所 庶務課 平成30年05月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持　単価契約（石－２） 2,289,859

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(葛飾西工区その2)単契　2・3月分 3,202,325

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(葛飾西工区その2)単契　2・3月分 3,704,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江戸川南工区その2)単契2・3月分 2,824,837

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江戸川南工区その2)単契2・3月分 1,966,799

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(葛飾西工区その2)単価契約　2・3月分 14,933,926

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(葛飾西工区その2)単価契約　2・3月分 772,578

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 206,478

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 237,031

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,080

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,411

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,092

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,388

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,624

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,728

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,404

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,460

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量（29五の６）完了金 4,218,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（五の４）緊急施工 1,101,600

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（五の３）緊急施工 1,149,660

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（五の１）緊急施工 1,220,400

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　2,3月分 9,297,609

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事(墨田工区その2)単価契約　2,3月分 252,802
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建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(江戸川南工区その2)単価契約　3月分 1,984,997

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(江戸川南工区その2)単価契約　3月分 2,607,356

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 地下道清掃委託その3 5,181,840

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 番所橋維持工事（塗装） 114,248,880

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（五の６）緊急施工 1,270,998

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 使用料及賃借料 白鷺橋架替工事に伴う仮設鋼材賃借その１ 165,362

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 第五建設事務所江東工区機械警備委託　2,3月分 38,880

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(葛飾西工区その2)単価契約　2,3月分 3,889,270

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(葛飾西工区その2)単価契約　2,3月分 1,816,250

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 道路敷地調査測量(29五の1)　完了金 7,036,040

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 出退勤管理システム用ＬＡＮ及び電源移設工事 85,341

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理委託(江東工区東部その2)単契　3月分 2,194,966

建設局 第五建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理委託(江東工区東部その2)単契　3月分 4,298,438

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託(荒川)その２ 6,372,000

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 自転車走行空間検討(蔵前橋通り)予備設計(29六-2) 1,751,600

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 庁舎整備費 工事請負費 第六建設事務所北工区ほか２か所(29)照明設備改修工事 4,580,720

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（六の２）単価契約 2,002,968

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 特別清掃委託（六の1）(単価契約）３月分 1,189,728

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　台東工区（２）２～３月分 2,712,495

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 45,075

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,722

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,922

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,056

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 35,010

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,390

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,786

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,699

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,676

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　北工区（２）３月分 1,517,983

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　足立西工区（３）　３月分 2,454,019

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約　足立西工区（３）　３月分 510,192

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 下水道料金（白山共同溝）の支払（2-3月分） 2,044,468

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 需用費 一般需用費 日経コンストラクションの購入 23,300

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 消防設備点検委託 389,340

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2）（単価契約）3月分 22,368

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（2）（単価契約）3月分 22,369

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)　11～12月分 5,925,520

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)　11～12月分 865,609

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)　11～12月分 182,596

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　文京工区（２）10～11月分 5,323,843

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　文京工区（２）10～11月分 608,082

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　台東工区（３）2～3月分 13,075,552

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　台東工区（３）2～3月分 376,045

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 借地権鑑定評価委託(補助第７３号線・十条仲原） 1,286,539

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 土地鑑定評価委託(補助第９０号線） 1,851,361

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　文京工区（２） 4,496,345

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫　単価契約　足立西工区（３） 1,993,966

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路施設維持工事　単価契約　１０～２月分 2,107,620

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設維持工事　単価契約　１０～２月分 1,764,169
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　文京工区（２）３月分 15,388,675

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　文京工区（２）３月分 58,536

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 廃棄物処理委託(単価契約)３月分 815,940

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　足立西工区(2)２～３月分 41,959,853

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　足立西工区(2)２～３月分 1,141,727

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　足立東工区（２）2～3月分 3,154,852

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　足立東工区（２）2～3月分 3,471,639

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 構内電話交換設備保守委託（１０～３月分） 176,472

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 毛長川都民とともに進める川づくり調査委託 950,400

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 フロン排出抑制法に伴う空調機点検委託 70,200

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29六の文京）(単価契約)３月分 2,036,880

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　北工区(２)３月分 41,018

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　北工区(２)３月分 2,058,377

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　北工区（３）３月分 14,044,039

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29六の荒川)(単価契約)３月分 2,101,129

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 平成29年度事業用地除草及剪定等委託(単価契約) 3,604,802

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 平成29年度事業用地除草及剪定等委託(単価契約) 164,927

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　足立西工区(3)　３月分 2,117,534

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　足立西工区(3)　３月分 1,858,140

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 橋梁維持工事　単価契約（３）３月分 21,022,999

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 橋梁維持工事　単価契約（３）３月分 88,031

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 上野地下歩行者専用道昇降機定期点検整備委託　３月分 996,840

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 寛永寺陸橋昇降機定期点検整備委託の支出　３月分 169,020

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約)　北工区（２）２～３月分 1,121,183

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約)　北工区（２）２～３月分 470,448

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 第六建設事務所管内工事監督補助業務（完了金） 5,484,088

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 委託料 第六建設事務所管内工事監督補助業務（完了金） 685,512

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第138号線(興野)道路詳細設計 8,681,040

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 補助第138号線(興野)道路詳細設計 822,960

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　文京工区（２）(1～3月分) 3,835,310

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約　文京工区（２）(1～3月分) 2,991,631

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　文京工区（３） 6,517,340

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　文京工区（３） 1,169,715

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　足立東工区（２）１～３月分 4,586,196
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建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約　足立東工区（２）１～３月分 2,673,799

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　荒川工区（２）12～3月分 5,646,051

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約　荒川工区（２）12～3月分 2,964,145

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守　単価契約　台東工区（２）２～３月分 2,251,055

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守　単価契約　台東工区（２）２～３月分 1,482,214

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　荒川工区（２） 6,989,674

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　荒川工区（２） 2,935,973

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)１～３月分 8,828,507

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)１～３月分 3,613,776

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)１～３月分 76,950

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路維持工事　単価契約　荒川工区（２)１～３月分 88,128

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　台東工区（２)11～1月分 4,567,110

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　台東工区（２)11～1月分 1,137,078

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事（単価契約）足立東工区（３）３月分 8,439,848

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事（単価契約）足立東工区（３）３月分 2,290,345

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都第六建設事務所外6か所庁舎建物管理委託 1,939,732

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 東京都第六建設事務所外6か所庁舎建物管理委託 457,076

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 平成29年度事業地管理工事その2(単価契約)1～3月分 27,513,380

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 平成29年度事業地管理工事その2(単価契約)1～3月分 316,027

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（単価契約）（その２） 23,762,810

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持工事（単価契約）（その２） 5,424,850

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 毛長川事業用地管理委託 2,530,440

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持管理　単価契約　台東工区（２)２～３月分 2,422,181

建設局 第六建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持管理　単価契約　台東工区（２)２～３月分 1,857,340

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 道路監視設備に伴う光回線使用料の支出について 44,228

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 84,023

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,008

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 246,358

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,063,630

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 92,016
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,268

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 32,412

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,540

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 52,920

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,560

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,956

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,031

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 62,339

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,536

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助事業(道路)補助金【青梅・28繰越分】 984,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（道路）の購入 9,096

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（福生１）その２ 14,580,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（福生２）その２ 12,312,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 大麦代トンネル長寿命化工事（その１） 43,658,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 寺岡地区地すべり防止工事（その３） 29,961,320

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川環境整備費 工事請負費 北大久野川しゅんせつ工事その２ 9,940,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 山田地区急傾斜地防災工事に伴う詳細設計（２９西建） 3,207,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 事業説明会(福生3･3･3の1)に伴う託児保育サービス業務 65,815

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 桧村橋長寿命化工事（その２） 31,500,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持保守（西の２）単価契約 1,080,648

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持保守（西の２）単価契約 638,301

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の10）単価契約 1,424,325

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（西の10）単価契約 1,369,764

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の７）単価契約 1,157,767

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の６）単価契約 1,312,534

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29西の福生）（単価契約） 6,463,260

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の14）単価契約 1,890,448

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の14）単価契約 722,565

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の14）単価契約 853,627

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出　秋多3・4・6 48,810

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 補償補填及賠償金 支障物件移設工事費の支出　秋多3・4・6 113,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９奥の４） 20,749,480
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９奥の４） 9,027,640

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９西の１１） 50,276,280

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川防災費 工事請負費 秋川防災工事（２９西建）その２ 20,890,840

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川距離標設置工事（その２） 14,597,814

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 現況平面測量（２９奥の１） 1,620,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の15）単価契約 5,297,315

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の５）単価契約 2,864,652

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（西の４）単価契約 5,490,655

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持保守（西の３の２）単価契約 1,971,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持保守（西の３の２）単価契約 2,992,636

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の11）単価契約 1,014,572

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の１の２）単価契約 5,253,084

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の７）単価契約 502,065

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（西の７）単価契約 2,977,533

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（その８）単価契約 7,526,378

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（その１０）単価契約 3,913,573

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の11）単価契約 2,582,003

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の11）単価契約 496,066

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 冊子「都議会情報」の購入 38,880

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 測量調査その１（単価契約） 1,704,058

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 測量調査その１（単価契約） 470,025

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の14）単価契約 4,504,899

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の14）単価契約 49,464

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の12）単価契約 1,950,744

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（西の12）単価契約 1,512,702

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の８）単価契約 9,855,178

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 測量調査その２（単価契約） 1,927,985

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 測量調査その２（単価契約） 1,948,460

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の13）単価契約 10,507,928

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の13）単価契約 36,180

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の13）単価契約 192,329

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の15）単価契約 19,487,745

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の15）単価契約 554,105

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の15）単価契約 3,476,250
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 需用費 光熱水費 電気料金（街路灯）３月分 400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 需用費 光熱水費 梅郷雨量観測局の電気料の支払 6,854

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（奥の３）単価契約 585,369

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助事業(道路)補助金【檜原・28繰越分】 15,046,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成２９年度市町村土木補助（道路）補助金 30,825,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 48,023,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 80,007,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 14,426,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 11,208,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 11,402,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 霞川整備事業の新規認可区間における事業説明会 31,341

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の８ 19,386,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の９ 12,646,800

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の12）単価契約 8,754,476

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の12）単価契約 356,357

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（奥の４）単価契約 812,484

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（奥の４）単価契約 893,104

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路設備保守委託（西の２） 2,667,600

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 長渕二丁目地区急傾斜地防災工事（２９西建） 27,783,040

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 工事請負費 道路災害防除工事（２９西の１０） 45,848,480

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 平井川整備工事（その３７） 5,214,240

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の４ 6,912,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の５ 6,978,960

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の１６ 2,970,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の１０ 3,175,200

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 航空斜め写真撮影委託 853,557

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 航空斜め写真撮影委託 809,583

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 航空斜め写真撮影委託 820,860

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（奥の２）単価契約 4,294,603

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（奥の２）単価契約 1,557,412

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の４）単価契約 2,212,389

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 施設維持工事（単価契約） 1,738,152

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 施設維持工事（単価契約） 13,305

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（西の10）単価契約 1,268,712
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建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（西の10）単価契約 1,626,804

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 平成29年度　奥多摩周遊道路保守管理業務委託 8,295,210

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（その９）単価契約 8,984,321

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持保守（西の１）単価契約 5,792,250

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持保守（西の１）単価契約 1,832,814

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の10）単価契約 5,793,152

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の10）単価契約 416,768

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面スリップ防止委託（西の３の２）単価契約 213,806

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の９）単価契約 7,476,535

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（西の９）単価契約 3,900,640

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の11）単価契約 8,075,882

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（西の11）単価契約 270,293

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁清掃委託（西の９）単価契約 7,189,475

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（住宅新報）の購入 15,840

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 雑誌（日経コンストラクション）の購入 186,400

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 135,230,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 44,879,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 氷川大橋長寿命化工事（その１） 56,900,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の７ 7,344,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の１４ 2,916,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の６ 18,684,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（緊急施行）西の１３ 4,428,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（その７）単価契約 12,044,084

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持工事（その７）単価契約 16,587

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 事業地等管理工事その３（単価契約） 9,758,372

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 事業地等管理工事その３（単価契約） 551,683

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 事業地等管理工事その３（単価契約） 875,011

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地等管理工事その2-3（単価契約） 4,511,000

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 事業地等管理工事その2-3（単価契約） 1,089,150

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地等管理工事その2-3（単価契約） 2,065,962

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 工事請負費 海沢川砂防工事（その３） 87,964,160

建設局 西多摩建設事務所 庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河道清掃並びに河岸草刈委託（その４）単価契約 3,839,243

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 町田西工区浄化槽維持管理業務委託 149,040

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（28南東-坂浜平尾） 146,678,880
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・多摩その３） 19,652,281

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・多摩その３） 1,393,206

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・多摩その３） 411,549

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・多摩その３） 90,667

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 測量調査（単価契約）道路その２ 4,011,843

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 測量調査（単価契約）街路 2,089,929

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 測量調査（単価契約）河川 1,913,392

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 測量調査（単価契約）安全 1,566,075

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 45,360

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,856

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,649

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,786

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,094

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 21,839

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,043

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 水環境調査委託(29南東-南多摩尾根幹線) 2,937,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎調査精査.照査委託(19.20.21単 35,490,268

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（町田西その３）単価契約 2,764,762

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（町田西その３）単価契約 3,263,328

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 事業予定地管理委託その３（単価契約・河川） 928,353

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 事業予定地管理委託その３（単価契約・河川） 2,704,029

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 街路樹診断委託（29南東の3）単価契約 6,816,420

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 委託料 土砂災害警戒区域等基礎調査精査・照査委託（22/単契 12,669,480
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 特例環境配慮書作成委託(28南東-南多摩尾根幹線)その2 17,811,360

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-真光寺の11） 2,266,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-真光寺の11） 8,034,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・多摩その２） 3,233,673

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・多摩その２） 1,999,436

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 家屋事後調査委託（29南東-町田3・3・8旭町） 880,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料の支出（3月分） 58,992

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料の支出（3月分） 14,129

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路施設遠方監視設備保守委託 3,834,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 落川地下道ほか清掃委託 378,030

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（南東建の1） 18,882,936

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（南東建の2） 19,148,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都町田合同庁舎外３か所建物管理委託　３月分 890,784

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 家屋事後調査委託（29南東－多摩３・１・６小山） 2,451,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 家屋事後調査委託（29南東-並木） 1,281,960

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路詳細設計及び電線共同溝詳細修正設計(29小山Ⅱ期) 9,587,160

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 関戸橋架け替えに伴う取付道路詳細設計(29-関戸橋) 17,917,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の9） 53,091,080

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 道路標識設置工事（29南東-1） 74,669,040

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 境川金森調節池整備に伴う仮設構造物設計 8,132,840

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 境川中流第二調節池(仮称)工事に伴う詳細設計 56,852,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（29南東-坂浜平尾　その２） 38,013,960

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（29南東-坂浜平尾　その２） 17,186,040

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-真光寺の９） 16,633,160

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 環境調査委託(29南東-坂浜平尾) 9,579,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 立体交差及びトンネル設備保守委託 165,100

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路除草委託（29南東-南多摩尾根幹線）その４ 5,400,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 境川木曽東調節池工事に伴う地下水調査委託（その２） 8,224,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-真光寺の9） 44,204,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 道路改修工事（南東-真光寺の9） 47,229,480

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の1）「緊急施行」 2,754,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の2）「緊急施行」 1,263,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の3）「緊急施行」 3,391,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の4）「緊急施行」 1,015,200
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の5）「緊急施行」 2,646,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託（29南東の多摩）（単価契約） 6,902,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（南東の2）単価契約 1,987,686

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（多摩その３）単価契約 4,226,207

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（多摩その３）単価契約 3,488,832

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・町西その２） 2,998,903

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃（単契・町西その２） 896,901

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託 24,948

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 真光寺川・鶴見川排水ポンプ保守委託 113,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 関戸橋仮橋舗装・取付道路改修工事説明会託児サービス 71,280

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持・廃棄物処分委託（単価契約）の支出 5,508

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 復元測量及び地歴調査(29南東-南多摩尾根幹線) 16,660,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計及び構造物予備設計（29南東-玉川学園） 2,870,520

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路詳細設計及び構造物予備設計（29南東-玉川学園） 11,019,400

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 鶴見川用地測量（図師大橋上流から日影橋上流） 11,284,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 南多摩東部建設事務所管内工事監督補助（その４） 74,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 南多摩東部建設事務所管内工事監督補助（その４） 1,092,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 南多摩東部建設事務所管内工事監督補助（その４） 5,090,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 工事監督補助業務（29南東補の1） 3,295,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路災害防除費 委託料 工事監督補助業務（29南東補の1） 1,957,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路除草委託（29南東-南多摩尾根幹線）その３ 4,533,840

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の6）「緊急施行」 486,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の7）「緊急施行」 1,353,240

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の8）「緊急施行」 972,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の10）「緊急施行」 1,011,960

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の11）「緊急施行」 3,970,080

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の13）「緊急施行」 2,376,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の14）「緊急施行」 2,212,920

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の15）「緊急施行」 1,674,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の16）「緊急施行」 1,157,760

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の18）「緊急施行」 291,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の19）「緊急施行」 496,800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の20）「緊急施行」 874,800

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の21）「緊急施行」 4,698,000
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の22）「緊急施行」 556,200

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の23）「緊急施行」 817,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の24）「緊急施行」 397,072

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（町田東その３）単価契約 2,381,853

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（町田東その３）単価契約 4,232,844

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹保守及び維持工事（単契・町東） 7,250,169

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹保守及び維持工事（単契・町東） 1,257,498

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（単価契約・町田西その２） 7,623,475

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持・一般廃棄物収集・運搬・処理委託(単価契約) 238,960

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 構造物予備修正設計（29南東-本町田Ⅰ期） 2,592,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の9）「緊急施行」 787,633

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の26）「緊急施行」 291,600

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その３）単価契約 4,412,886

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事（その３）単価契約 3,837,546

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事（その３）単価契約 2,729,154

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（単価契約・町田東その３） 19,073,560

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 6,010,999

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町西その２） 490,320

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 平成29年度関戸橋仮橋橋梁桁仮置き場警備委託 1,010,102

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 宝蔵橋維持工事（橋面舗装及び伸縮装置取替） 67,482,720

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 稲城大橋有料区間補修基本設計 5,600,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 関戸橋架け替え（仮橋舗装・取付道路改修）29-関戸橋 3,608,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 関戸橋架け替え（仮橋舗装・取付道路改修）29-関戸橋 86,592,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の17）「緊急施行」 2,366,496

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の25）「緊急施行」 378,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹保守委託（単契・町田西その２） 3,648,990

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹保守委託（単契・町田西その２） 1,439,676

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業補助金の支出について 41,887,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業補助金の支出について 268,486,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 15,070,832

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 730,413

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路維持工事及び橋梁維持工事（単契・町東その２） 983,022

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路上障害物収集運搬・処分委託（単価契約） 485,185

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の8） 50,969,560
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建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 市場第一歩道橋外１橋維持工事（塗装） 22,001,760

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 区画線設置工事（29南東-2）及び（29渋滞対策-1） 7,553,510

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 工事請負費 区画線設置工事（29南東-2）及び（29渋滞対策-1） 1,597,690

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 電線共同溝設置工事及び道路改修工事(南東-小山Ⅱ期8) 62,700,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（南東の12）「緊急施行」 1,320,840

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 工事請負費 路面補修工事（29南東の10） 46,832,960

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 情報提供装置接続料　3月分 51,310

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー使用料の支出（3月分） 2,100

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業補助金の支出について 6,750,000

建設局
南多摩東部建設事
務所

庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業補助金の支出について 74,708,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(草刈・樹木伐採)(29日野その2)単価契約 4,388,862

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(草刈・樹木伐採)(29八西その6)単価契約 5,676,891

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 35,609

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 9,948

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 1,356

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 11,536

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 25,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 38,233

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 40,646

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 173,975

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 10,927

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 砂防海岸整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年３月分） 21,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシ－利用料金(平成30年3月分) 50,037

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 97,682

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 52,920

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,416

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 37,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 53,775

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,160
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 21,335

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,448

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託(南西建の2) 25,486,812

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（日野3）その2 26,611,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（日野1）その2 31,006,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（日野2）その2 17,064,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の24）緊急施行 5,130,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の25）緊急施行 1,728,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の26）緊急施行 1,000,080

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の12）緊急施行 918,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の15）緊急施行 637,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の18）緊急施行 8,964,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の19）緊急施行 9,612,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の20）緊急施行 7,905,600

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の22）緊急施行 7,516,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託(29八西その2)単価契約 2,640,752

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託(29八西その2)単価契約 9,773,966

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託(29南西の3)単価契約 1,615,852

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事(29日野その2)単価契約 10,146,692

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路巡回点検委託(29南西の日野)(単価契約) 1,765,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託(29南西の3)単価契約 8,989,488

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託(29南西の3)単価契約 896,549

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 南浅川旧川敷地区城内廃棄物処理委託 162,540

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 南浅川旧川敷地区城内廃棄物処理委託 133,380

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 河川事業用地等草刈委託(その2)単価契約 689,212

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持委託(河道清掃・整正)(29南西その3)単価契約 6,030,927

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29八東その3)単価契約 2,887,272

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29八東その3)単価契約 3,498,211

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の8）緊急施行 2,700,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の10）緊急施行 4,525,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の11）緊急施行 4,752,000
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の13）緊急施行 2,451,600

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の17）緊急施行 1,911,600

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の21）緊急施行 5,751,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託(29八東その2)単価契約 8,155,739

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託(29八東その2)単価契約 6,643,151

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託(29日野その3)単価契約 2,806,088

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託(29日野その3)単価契約 4,305,204

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 6,757,417

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 4,155,435

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 2,150,569

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事(その4)単価契約 97,848

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 3,596,788

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事(その3)単価契約 3,467,446

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 委託料 道路事業予定地草刈委託(その2)単価契約 929,130

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 道路事業予定地草刈委託(その2)単価契約 198,223

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29八東その3)単価契約 9,920,255

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29八東その3)単価契約 902,556

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29八東その3)単価契約 3,738,528

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29日野その4)単価契約 2,516,832

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29日野その4)単価契約 6,951,447

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託(29八西その3)単価契約 3,844,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託(29八西その3)単価契約 3,882,832

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の2）緊急施行 2,494,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の3）緊急施行 3,790,800

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の5）緊急施行 644,760

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の6）緊急施行 1,313,280

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の7）緊急施行 1,933,200

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の9）緊急施行 2,160,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の16）緊急施行 8,532,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の23）緊急施行 4,860,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の4）緊急施行 1,296,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 河川事業用地等管理工事(その2)単価契約 1,715,205

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の14）緊急施行 1,836,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 打越町土入立体設備保守委託 1,026,000
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建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成28年度市町村土木補助事業(道路)に係る補助金 7,182,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業(道路)に係る補助金 52,692,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業(道路)に係る補助金 134,789,000

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29南西の1）緊急施行 6,687,360

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 川口川整備工事(その19-2)(駒形橋上下流) 83,112,160

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事(29日野その3)単価契約 12,988,028

建設局
南多摩西部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事(29日野その3)単価契約 2,983,705

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所警備委託 21,600

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所工区庁舎警備委託(3月分) 36,936

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北南建　自家用電気工作物定期点検保安業務（3月分） 24,300

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北多摩南部建設事務所昇降機設備定期点検保守(3月分) 99,900

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 携帯電話料金（払込） 10,804

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 67,895

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,605

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,856

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,142

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 41,254

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,137

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,592

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,707

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 ５月分  公共料金支払 57

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 用地測量（29-【天文台通り】） 9,948,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 昇降設備保守点検委託２９北南-下保谷ふれあい歩道橋 179,083

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

29市町村土木補助事業(都市計画道路以外)補助金 836,654,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 13,219,539

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 248,060

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 3,551,813

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事その３（単価契約） 637,805

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託その５(単価契約) 1,281,355

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託その５(単価契約) 3,884,436

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 構内電話交換設備定期点検保守委託 198,890

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託その４(単価契約) 1,626,494

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託その４(単価契約) 2,572,236

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 可燃ごみ処理業務委託（単価契約） 27,948

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 可燃ごみ処理業務委託（単価契約） 32,399

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）1～3月分 25,704

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）1～3月分 64,260

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 役務費 西東京工区産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 4,860

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 西東京工区産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 4,860

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４（単価契約） 5,897,891

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その４（単価契約） 605,361

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託その５(単価契約) 7,659,090

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託その５(単価契約) 1,477,470

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託その６(単価契約) 1,924,134

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託その６(単価契約) 1,810,685

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その７（単価契約） 13,761,000
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建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その７（単価契約） 660,496

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その７（単価契約） 254,469

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 執行補助業務委託（単価契約） 81,000

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事電線共同溝設置工事2 28北南-西東京3･2･6 25,720,360

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 街路築造工事電線共同溝設置工事2 28北南-西東京3･2･6 84,175,680

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹維持工事及び管理委託その４－２（単価契約） 3,860,692

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹維持工事及び管理委託その４－２（単価契約） 8,142,922

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事その４（単価契約） 16,812,862

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事その４（単価契約） 1,752,051

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 9,272,290

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 25,164

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁維持工事その６(単価契約) 196,981

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 交差点改良及び電共設置工事29すい市民球場前交差点2 7,741,360

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 工事請負費 交差点改良及び電共設置工事29すい市民球場前交差点2 17,742,960

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地草刈委託（単価契約） 4,142,890

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 事業地草刈委託（単価契約） 328,289

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その６（単価契約） 4,688,290

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 側溝しゅんせつ委託その６（単価契約） 890,352

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その９(単価契約) 13,174,884

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その９(単価契約) 86,719

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その９(単価契約) 308,275

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その８（単価契約） 15,356,640

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その８（単価契約） 957,706

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁維持工事その８（単価契約） 198,910

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 7,817,421

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 工事請負費 事業地管理工事その３（単価契約） 78,894

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 事業地管理工事その３（単価契約） 323,265

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 路面清掃委託（北南建の３） 27,375,840

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その１０－２(単価契約) 6,633,484

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事その１０－２(単価契約) 408,207

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事その１０－２(単価契約) 426,358

建設局
北多摩南部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩南部建設事務所建物管理委託（3月分） 502,093

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 工区敷地の借地契約について（東村山工区） 736,515

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 レスナビ用携帯電話に係る通信費の継続支出について 10,804
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,493

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,557

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,453

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 27,617

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,194

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,120

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,856

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 水防費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,421

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 42,037

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,427

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,924

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,829
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,081

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 北北建　自家用電気工作物保安管理業務委託 30,024

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所電話設備保守委託 118,778

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 29,559

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 北北建　工区等庁舎清掃委託(小平工区ほか３箇所) 6,955

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所庁舎警備委託 15,336

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 25,704

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所工区等警備委託 12,852

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 武蔵国分寺陸橋長寿命化詳細設計 7,176,760

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料 地下埋設物台帳測量(29北北の１)及道路台帳補正測量 6,859,793

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 地下埋設物台帳測量(29北北の１)及道路台帳補正測量 1,520,207

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所昇降機設備保守委託 61,290

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 廃棄文書等収集運搬・処分委託 64,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 廃棄文書等収集運搬・処分委託 69,930

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 委託料 空中写真測量(29街-立川３・１・３４　外13路線) 7,938,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の28)緊急施行 536,760

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の７)緊急施行 3,195,720

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の９)緊急施行 2,932,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の25)緊急施行 5,512,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の24)緊急施行 972,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の22)緊急施行 2,407,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の15)緊急施行 4,091,040

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29北北の18）緊急施行 1,820,880

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29北北の20）緊急施行 2,968,920

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29北北の27）緊急施行 329,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その７ 2,140,198

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払（H30･3月分） 39,790

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 空堀川整備工事(その75)に伴う支障物件移設工事費 4,683,673

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 補償補填及賠償金 奈良橋川整備工事(その2-4)に伴う支障物件復旧工事費 9,376,810

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 柳瀬川・落合川工事事務所ごみ収集運搬委託（単価契約 48,421

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の21)緊急施行 476,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その６ 1,653,480

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その６ 1,126,440
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費
負担金補助及交付
金

大型街灯共架負担金の支出について 20,520

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 空堀川整備工事(その６４) 4,307,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所建物管理委託 524,164

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 使用料及賃借料 工区敷地の借地契約について（小平工区） 1,759,323

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 街路整備費 補償補填及賠償金 物件移転補償料　立川3・2・4 719,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の35)緊急施行 1,368,360

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の32)緊急施行 1,428,840

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の29)緊急施行 1,736,640

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の10)緊急施行 1,206,360

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 産業廃棄物処分委託（北北の4）単価契約 4,365,165

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 工事請負費 河川維持工事（単価契約） 3,812,170

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 河川維持工事（単価契約） 2,960,446

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その８ 3,167,132

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その８ 1,043,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その６ 12,154,059

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その６ 565,704

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その６ 1,006,711

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街灯保守委託（単価契約）その９ 2,294,703

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街灯保守委託（単価契約）その９ 2,509,867

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の17)緊急施行 470,880

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の16)緊急施行 465,480

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の８)緊急施行 276,480

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 13,674

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 24,262

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 役務費 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 15,687

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 東京都北多摩北部建設事務所ごみ収集運搬・処分委託 29,953

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 緑地保護管理委託（東村山）その２ 22,248,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 工事請負費 空堀川河床整備工事(その３) 21,805,280

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路整備費 需用費 一般需用費 用地ジャーナルの購入 7,158

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の31)緊急施行 761,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の２)緊急施行 10,584,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の30)緊急施行 1,301,400

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の26)緊急施行 1,371,600

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託（29北北の19）緊急施行 3,736,800
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建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 河川海岸費 中小河川整備費 委託料 管理境界杭設置等測量調査（単価契約）その２ 2,957,450

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その９ 1,111,557

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 街路樹管理委託及び維持工事（単価契約）その９ 897,437

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託（単価契約）その５ 4,717,330

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の３)緊急施行 616,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 工事請負費 路面補修工事(29北北の5) 浄水橋補修工事 維持工事外1 173,320

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 路面補修工事(29北北の5) 浄水橋補修工事 維持工事外1 6,826,680

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の１)緊急施行 1,923,480

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の12)緊急施行 3,742,200

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その３ 14,174,284

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その３ 2,180,890

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その３ 421,416

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その３ 54,594

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路補修費 委託料 道路詳細設計(29北北の３) 1,946,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 除雪作業委託(29北北の33)緊急施行 3,736,800

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 21,957,809

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路維持費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 530,820

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁維持費 工事請負費 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 1,026,864

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設費 委託料 道路橋梁維持工事（単価契約）その４ 120,960

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 工事請負費 電話増設工事（用地課） 46,440

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

平成29年度市町村土木補助事業（道路）補助金 526,781,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

市町村土木補助事業（道路)補助金(平成28年度繰越分） 76,661,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木補助費
負担金補助及交付
金

市町村土木補助事業（道路)補助金(平成27年度事繰分） 7,273,000

建設局
北多摩北部建設事
務所

庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁整備費 委託料 栄町陸橋長寿命化詳細設計 8,799,480

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 試験機解体・撤去委託 116,640

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 試験機解体・撤去委託 50,760

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 疲労試験機タイヤの交換修理 1,387,800

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 フォークリフトの特定自主点検（点検修理） 153,414

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月02日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 電話使用料の支出（ソフトバンク/地盤沈下観測所） 1,530

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 雑誌　積算資料ほかの買入れ 142,858

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度土木技術支援人材育成センター建物管理委託 217,462

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の買入れ 14,700

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月09日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 報償費 平成29年度　産業医業務委任報酬の継続払 54,004

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 無停電電源装置の購入 320,760
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建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

需用費 一般需用費 作業台他の買入れ 1,252,800

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 電話使用料の支払にかかる手数料の支出について 324

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月14日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

役務費 電話使用料（センターLAN/OCN　光）3月分 5,888

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

委託料 地下水位観測テレメータ装置の保守点検業務委託 5,097,600

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 土木管理費
土木技術支援・人
材育成センター費

工事請負費 センター計測室及び土質実験室内部改修工事 6,353,474

建設局
土木技術支援・人
材育成センター

技術支援課 平成30年05月23日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 委託料 平成29年度空調設備定期点検保守委託 119,838

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 上野公園受付案内及有料施設の管理運営等業務委託3月 1,374,840

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 砧公園防災公園整備基本・実施設計 5,616,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 都立公園建築物改築工事(その2)監理業務(前払金) 1,000,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 青山霊園ほか４霊園返還墓所改葬工事(単契)(第１０回) 25,195,147

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 東部公園管内電気設備補修工事(単契)その２(第２回) 1,660,219

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（３月分） 58,612

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 38,683

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,088

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,487

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 122

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,326

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 葛西臨海公園上の池泥土除去工事(完了金) 66,302,840

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園ｺﾞﾘﾗ・ﾄﾗの住む森循環設備改修工事(完了金) 25,388,080

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 和田堀公園和田堀池泥土除去工事(その2)(完了金) 27,378,280

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 多摩動物公園ﾗｲｵﾝﾊﾞｽ発着所ｶﾞｽ設備工事(前払金) 12,500,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 八柱霊園ほか４霊園無縁墳墓改葬工事(単契)(第３回) 38,434,251

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 委託料 八柱霊園ほか４霊園無縁墳墓改葬工事(単契)(第３回) 3,991,863

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 需用費 一般需用費 八柱霊園ほか４霊園無縁墳墓改葬工事(単契)(第３回) 524,880

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 委託料 上野動物園仮設表門整備工事(その2)工事監理業務 5,140,800

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 都立公園建築物改築工事(その2)(前払金) 1,367,100

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 都立公園建築物改築工事(その2)(前払金) 30,132,900

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 工事請負費 上野動物園東園無料休憩所昇降機設備工事(前払金) 8,200,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ会場管理棟他1棟新築工事に伴う空調・換気 15,700,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 夢の島公園施設改修工事監理業務 1,001,160

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 青山霊園ほか４霊園返還墓所改葬工事(単契)(第１１回) 2,918,786

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 需用費 一般需用費 青山霊園ほか４霊園返還墓所改葬工事(単契)(第１１回) 1,275,955

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 八柱霊園ほか４霊園無縁墳墓改葬工事(単契)(第４回) 2,520,288
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建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ会場管理棟他1棟新築工事に伴う電気設備工 14,300,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月16日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 上野恩賜公園防災公園整備実施設計 3,996,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 165

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 1,744

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 5,102

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 13,170

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 3,012

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 動物園整備費 旅費 普通旅費 確定払旅費（２９年度分）の支出について 23,300

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 代々木公園公園橋長寿命化基本設計（渋谷門橋） 10,800,000

建設局
東部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月22日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費
負担金補助及交付
金

工事課ｵﾘﾊﾟﾗ会場整備事務所の使用に伴う負担金の支出 103,294

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年4月確認分　4月末） 81,687

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成30年4月確認分　4月末） 770

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,154

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,714

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 18

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 需用費 一般需用費 日経コンストラクションの購入 23,300

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 委託料 神代植物公園休憩舎改築基本設計 896,400

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払い（３月分） 4,936

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園野球場管理委託 4,579,200

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園野球場芝生管理委託 3,240,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園競技場芝生管理委託 2,125,440

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 東伏見公園ほか未開園地維持工事（単価契約） 1,234,980

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 東伏見公園ほか未開園地維持工事（単価契約） 1,918,728

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 観音寺森緑地ほか未開園地維持工事（単価契約） 1,933,200

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 工事請負費 観音寺森緑地ほか未開園地維持工事（単価契約） 2,154,978

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園西園樹木点検等作業委託 6,264,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園本園樹木点検等作業委託 5,292,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月11日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園西園植込み地管理委託 7,560,000

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園管理費 委託料 井の頭恩賜公園発生材処理委託（単価契約） 5,599,260

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 委託料 西部公園管内カラストラップ捕獲等作業委託（単価契約 1,590,948

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 工事請負費 西部公園緑地事務所管内思い出ベンチ設置工事（単価 1,097,714

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月18日 一般会計 土木費 公園霊園費 霊園葬儀所整備費 工事請負費 西部公園緑地事務所管内思い出ベンチ設置工事（単価 278,711

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支給について（30年5月確認分　29年度予算） 597

建設局
西部公園緑地事務
所

庶務課 平成30年05月24日 一般会計 土木費 公園霊園費 公園整備費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（30年5月確認分　29年度予算） 21,812
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建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門等施設消防用設備等点検委託 1,696,976

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,328

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 380,376

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 70,300

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,967

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,056

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 役務費 ５月分  公共料金支払 302

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 土木費 河川海岸費 河川維持費 委託料 水門管理システム保守委託(その３) 3,024,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（３月分）の支出について 847

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（３月分）の支出について 1,888

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月21日 一般会計 土木費 土木管理費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費（３月分）の支出について 2,652

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 上平井水門管理棟ほか１箇所補足設計 11,772,000

建設局 江東治水事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 土木費 河川海岸費 高潮防御施設費 委託料 木下川排水機場管理住宅建築詳細設計 1,462,800

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 建設物価外２点の購読 74,100

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（公明新聞） 22,644

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 鉢付き植木の賃借 32,400

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（3月分） 399,992

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 委託料 文書サーバに係る移行及びフォルダ更新業務委託 1,998,000

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 都議会情報の購入 77,760

産業労働局 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 需用費 一般需用費 積算資料外２点の購読 58,211

産業労働局 総務部 職員課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年3月旅行分システム処理) 186,288

産業労働局 総務部 職員課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年3月旅行分システム処理) 5,322

産業労働局 総務部 職員課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

29自己啓発支援金（資格取得・通信教育講座）交付③ 34,655

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度テレワーク等普及推進事業の業務委託 179,280,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 筆耕委託（単価契約）の支出について 264,297

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 中央城北職業能力開発センター外６箇所の庁舎警備委託 248,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 多摩職業能力開発センター外３箇所の庁舎警備委託支出 119,664

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」WEBサイト改修委託 680,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 印刷機の保守点検委託 108,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 104,652

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 120,349

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 298,257

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 委託料 文書の処分委託の支払額の確定及び支出について 366,282
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産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 産業労働管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 1,148

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 1,064

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 38,595

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 82,672

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 43,569

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 37,122

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月旅行分） 23,995

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 確定払いの旅費の支出（平成３０月３月 紙決済分） 23,315

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 確定払いの旅費の支出（平成３０月３月 紙決済分） 7,504

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 「TOKYOはたらくネット」の管理・運営等の委託の支出 927,990

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 役務費 「TOKYOはたらくネット」の管理・運営等の委託の支出 279,634

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 「TOKYOはたらくネット」の管理・運営等の委託の支出 259,200

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度「働き方改革推進事業」WEBｻｲﾄ運用保守委託 820,800

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「女性の活躍推進人材育成事業」実施委託 18,359,989

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 建築物点検業務委託料の支出(新宿合同庁舎) 10,449

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 平成29年度働き方改革推進キャンペーン業務委託 93,849,840

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷 902,871

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷 75,600

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 東京都中小企業従業員生活資金融資制度ﾘｰﾌﾚｯﾄの印刷 32,400

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成２９年度分） 5,128

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成２９年度分） 5,160

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成２９年度分） 3,051

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成２９年度分） 432

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 東京都労働相談情報センター案内パンフレットの印刷 151,470

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 東京都労働相談情報センター案内パンフレットの印刷 43,200

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京障害者職業能力開発校新校舎の庁舎警備委託 299,916

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 126,895

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 145,929

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出について 361,651

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

委託料 立川都・市合同施設の土地等に係る評価業務委託 2,970,000

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ﾘｽﾃｨﾝｸﾞ広告の掲載(ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ講習受講生の募集) 2,148,866

産業労働局 雇用就業部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 労働費 管理費 需用費 一般需用費 日経新聞購読代金の支出 14,700

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業従業員融資の損失補助金の支出 1,019,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 42,101
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 29年度生産性向上支援ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ実施等委託(単価契約) 12,074,294

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 29子育て・介護支援融資に係る業務委託料・3月分 49,600

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 使用料及賃借料 労働環境課浅草分室ファクシミリ賃借料の支出 6,642

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 東京都知事賞の支出及び精算について 9,180

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 東京都知事賞の支出及び精算について 12,960

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 新宿合同庁舎における収集運搬・処理委託(3月分) 2,581

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 新宿合同庁舎における収集運搬・処理委託(3月分) 1,382

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度家事サービス助成金の支出（関東食研） 500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度家事サービス助成金の支出（スタジオビー） 500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29女性の活躍推進責任者設置等奨励金の支出 600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(88)） 18,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(89)） 16,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(90)） 17,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(92)） 15,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(97)） 14,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(98)） 21,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(102)） 17,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(103)） 21,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(105)） 16,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(83)） 15,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(84)） 18,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(86)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(87)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(91)） 21,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(106)） 14,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(111)） 17,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(114)） 18,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(116)） 16,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度家事サービス助成金の支出 500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度家事サービス助成金の支出（オデッセイ） 1,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(77)） 22,800,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(81)） 15,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(95)） 16,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(104)） 19,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(122） 15,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(127)） 17,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(80)） 14,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(93)） 17,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(94)） 16,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(107)） 19,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(108)） 16,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(109)） 21,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(110)） 19,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(117)） 17,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(118)） 21,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(119)） 16,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(120)） 18,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(123)） 19,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

29年度中小企業従業員融資に係る保証料負担金・3月分 420,870

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度女性の活躍推進事業補助金の支出 200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

平成29年度女性の活躍推進事業費補助金の支出 3,752,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(101)） 12,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(112)） 19,400,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(115)） 21,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(121)） 17,550,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(128)） 16,900,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(131)） 20,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(136)） 19,300,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(137） 18,700,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(132)） 20,000,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(133)） 13,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(113)） 16,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(124)） 20,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(125)） 18,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(126)） 19,300,000
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産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(129)） 19,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月130） 22,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(134)） 29,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(135)） 22,650,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(138)） 14,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(139)） 17,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(140)） 19,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(141)） 16,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(142)） 12,600,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

建物賃貸借契約(K.I.S飯田橋)電気料金の支出(3月分) 149,698

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(72)） 17,250,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(85)） 15,800,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(96)） 17,500,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(99)） 17,100,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(100)） 22,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都正規雇用等転換促進助成金の支出（3月(61)） 18,200,000

産業労働局 雇用就業部 労働環境課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 労働環境課飯田橋分室清掃等業務委託（３月分） 114,505

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1333） 2,000,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金支出（29-1185） 600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成２９年度JM④会場設営等業務委託 2,319,840

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・2月4期 90,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・3月1期 270,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 29年度「グローバル人材確保魅力発信事業」業務委託 29,039,927

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1335） 3,000,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1334） 1,000,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 平成29年度中小企業緊急人材確保支援事業の支出 84,240,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1375） 4,200,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金支出（29-1310） 300,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都若者応援宣言企業等採用奨励金の支出 150,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費 委託料 29年度「中小企業の外国人材受入支援事業」業務委託 28,818,888

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都障害者安定雇用奨励金の支出（29-1336） 1,200,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

東京都難病がん患者就業支援奨励金支出（29-1316） 600,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・3月3期 1,350,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・3月4期 3,405,000

182 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度中小企業障害者雇用支援助成金・3月2期 3,660,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都人づくり事業補助金の支出 1,033,769,772

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追求額の支出(第2B) 44,202,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度保育人材等確保支援事業補助金の支出（狛江市） 3,250,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追求額の支出(第3B) 48,700,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度保育人材等確保支援事業補助金の支出(大田区) 9,583,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追求額の支出(第1B) 50,810,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追給額の支出(第4B) 50,339,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

平成29年度若者応援宣言企業採用奨励金の支出 450,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追給額の支出(第5B) 59,254,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追給額の支出(第6B) 51,961,000

産業労働局 雇用就業部 就業推進課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 就業促進費
負担金補助及交付
金

29年度ｼﾙﾊﾞｰ事業補助金の精算及び追給額の支出(第7B) 43,351,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度競技大会等促進支援事業奨励金の支出 362,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度競技大会等促進支援事業奨励金の支出 181,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度競技大会等促進支援事業奨励金の支出 181,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 報償費 平成29年度競技大会等促進支援事業奨励金の支出 181,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ受講管理ｼｽﾃﾑ　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ改修作業委託 3,348,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

中小企業職業訓練助成金の支出（第５期） 949,259

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

29年度事業内職業訓練事業補助金の支出/専門課程 3,781,000

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

29年度事業内職業訓練事業補助金の支出/短期４Ｇ 9,632,100

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

29年度事業内職業訓練事業補助金の支出/普通課程 6,770,300

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

中小企業職業訓練助成金の支出（第５期） 1,573,296

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

中小企業職業訓練助成金の支出（第５期） 1,004,587

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 平成29年度「TOKYO匠の技」技能継承DVDの制作業務委託 3,756,780

産業労働局 雇用就業部 能力開発課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

中小企業職業訓練助成金の支出（第５期） 1,804,018

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 H29観光経営力強化事業事業審査委託(単価契約)の支出 1,043,280

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺における公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託3 4,124,807

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識における公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託4 6,413,555

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度東京都観光客数等実態調査委託（実査部分） 7,884,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 ニューツーリズム事業可能性調査委託 4,966,099

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（青梅市） 558,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

地域活性化推進補助金の支出 4,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

地域活性化推進事業費補助金の支出 1,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（八丈町） 5,949,000
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公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29島しょ観光客誘致支援事業補助金の支出 1,768,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(八丈島)(確定払） 40,547

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(八丈島)(確定払） 85,754

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(名古屋市)(確定払） 95,760

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度宿泊業活性化事業費補助金の支出 107,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度宿泊業活性化事業費補助金の支出 589,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光タクシーＰＲパンフレット原版作成業務委託 2,829,600

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺における公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託6 1,682,908

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度宿泊業活性化事業費補助金の支出 1,082,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京都の多様性を生かした観光まちづくり（葛飾区） 3,936,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度　外国旅行者受入れの企画運営業務（飲食） 9,936,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度　外国旅行者受入れの企画運営業務（小売） 9,976,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 「ｱｸｾｼﾌﾞﾙ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進相談員派遣事業」に係る業務委託 9,120,600

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(千葉県)(確定払） 14,754

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(神津島等)(確定払） 85,630

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 「観光タクシーＰＲパンフレット」の印刷 395,712

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(三宅村)(確定払） 31,232

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 職員の出張旅費の支出について(新島村)(確定払） 36,290

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光案内標識周辺の公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託 4,981,586

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度「東京ブランド」短編映画制作等業務委託 35,495,658

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 宿泊施設向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託 64,800

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 飲食店及びﾀｸｼｰ事業者向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託 205,200

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 自然公園を活用した観光振興ホームページ作成委託 1,998,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する支出（１）（３月分） 249,800

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 カラー複写サービスに関する支出（２）（３月分） 173,214

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 雑誌の購入に係る支出（平成３０年１月～３月） 30,177

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度「ナイトライフ観光の構築」実施委託の支出 12,560,324

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成３０年３月分） 597

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年３月分） 188,736

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 外国人旅行者等に対する公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供業務委託 5,265,532

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 免税店向け多言語ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ運営委託（３月分） 1,464,480

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度ﾑｽﾘﾑ観光客受入環境整備企画運営業務委託 7,005,896

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 路上における公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供委託 9,983,617

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（荒川区） 2,646,000
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局名 部名 課名 支払日 会計名 款名 項名 目名 節・細節名 支払内容（件名） 　支払額　（円）　

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 「災害対応ﾏﾆｭｱﾙ(改定版)」作成等業務委託の支出 12,495,600

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（三宅村） 15,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 ﾏﾗｿﾝﾏｯﾌﾟの作成及び臨時観光案内所の設置運営等委託 5,216,233

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用観光ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｺﾝﾃﾝﾂ制作及び管理等委託 7,738,848

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 使用料及賃借料 タクシー利用料金の支出(３月分) 729,591

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度TOKYO旅館ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築発信事業補助金の支出 10,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

乗降用リフト装置付きバス利用支援補助金の支出 244,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京都多様性を活かした観光まちづくり（江東区） 232,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 路上におけるWi-Fiｻｰﾋﾞｽ提供業務の基本設計調査委託 1,941,192

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）に係る支出について 13,908

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 西多摩新聞の購読 9,864

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度TOKYO旅館ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築発信事業補助金の支出 19,750,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 報償費 H29観光経営力強化事業審査会謝金の支出 144,134

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 東京都観光客数等実態調査委託（第１四半期調査） 3,599,964

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 東京都観光客数等実態調査委託（企画・推計） 9,718,956

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（新宿区） 3,171,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度国別外国人旅行者行動特性調査委託 29,008,269

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 東京のﾅｲﾄﾗｲﾌ観光の現状にかかる調査・分析業務委託 9,994,320

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 国別外国人旅行者行動特性調査結果の集計業務委託 5,789,880

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度ｱｸｾｼﾌﾞﾙ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ運営業務委託 9,966,996

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 バリアフリー観光の情報集約発信業務委託 20,606,400

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 南海タイムスの購読 7,776

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 需用費 一般需用費 月刊文化通信ジャーナルの購読 22,032

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出(日の出町) 1,940,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（大田区） 20,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（台東区） 2,450,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度TOKYO旅館ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築発信事業補助金の支出 10,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（江戸川区） 4,482,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度TOKYO旅館ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築発信事業補助金の支出 9,699,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 役務費 日刊旅行通信の購読 64,800

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 東京都における通訳ガイド制度の構築に向けた調査 12,150,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ展開業務委託に係る精算・追給 285,334

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 平成29年度　外国旅行者受入れの企画運営業務（宿泊） 9,341,740

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出(小笠原村) 211,000
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産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 地方連携参画型広域プロモーション業務委託 650,140

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 報償費 平成29年度観光まちづくりアドバイザー講師謝礼の支払 114,304

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（檜原村） 1,313,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出(奥多摩町) 16,281,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 自然公園を活用した観光振興モニターツアー（島しょ） 9,005,040

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 新市場開拓ニーズ調査（九州・四国・中国） 8,996,400

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（江戸川区） 2,214,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 ライブエンタメ及びチケット販売等に関する調査委託 9,504,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出(神津島村) 650,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（福生市） 1,012,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29伊豆大島観光復興補助金（宣伝ツール作製） 1,496,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 5,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金 4,666,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 2,604,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 296,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（新宿区） 1,219,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度都庁展望室日本全国物産展負担金 190,570,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29伊豆大島観光復興補助金（弘法浜遊歩道整備事業） 40,000,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29島しょ観光産業活性化支援補助金の支出（八丈町） 2,500,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 4,828,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 4,152,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

ｱﾆﾒ等ｺﾝﾃﾝﾂを活用した補助金の支出 1,113,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

イベント出展支援事業補助金 257,120

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度TOKYO旅館ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築発信事業補助金の支出 137,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29島しょ観光産業活性化支援補助金の支出（大島町） 2,500,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 多摩地域観光活性化事業の実施委託について 2,098,980

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　観光経営人材育成事業の調査・研究業務 18,513,176

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備等補助金の支出（瑞穂町） 2,097,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

H29多摩島しょ観光施設整備補助金の支出(あきる野市) 10,554,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

乗降用リフト装置付きバス支援補助金の支出 163,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

東京の多様性を活かした観光まちづくり（台東区） 2,646,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 自然公園を活用した観光振興モニターツアー（多摩） 8,851,554

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度御蔵島村観光施設整備事業 9,450,000

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度ビッグデータ活用した観光行動分析実証事業 27,855,252
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産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 観光情報センター都庁及びＰＲコーナー移転の精算 98,388,303

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成３０年３月分②） 26,232

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 報償費 平成29年度観光まちづくりアドバイザー講師謝礼の支払 388,600

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 旅費 特別旅費 平成29年度観光まちづくりアドバイザー講師旅費の支出 11,540

産業労働局 観光部 企画課 平成30年05月31日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 観光産業振興費 委託料 新たなアイコン等の商標登録出願・中間対応業務の委託 49,386,650

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京国際展示場西展示棟躯体点検業務委託の支出 6,588,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年3月全庁締め分） 405,342

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（平成30年3月全庁締め分） 6,082

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の定期購読代金の継続支払 139,031

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 機密書類の処理委託に係る額の確定及び支出について 291,600

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 職員の旅費の支出について(追加支給) 1,090

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京国際展示場（29）サイン実施設計業務委託の支出 13,607,600

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読代金の継続支払について 60,450

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 工事請負費 東京国際フォーラム（29）関係者入口改修工事 14,028,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 管理費 役務費 「官報情報検索サービス」の利用 25,920

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度「東京の中小企業の現状」の調査委託 11,340,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 タクシー料金の支出について 2,410

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 タクシー料金の支出について 216

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

H29管理運営補助金の精算による追給 15,087,600

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 モノクロプリンタトナー外24点の購入 1,281,463

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 商工部ファイルサーバの賃貸借に係る継続支払 29,484

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い(3月分） 1,068,343

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 32,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 32,400

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 一般需用費 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（長期継続契約）に係る支出 286,067

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 機密書類の処理委託に係る額の確定及び支出について 353,808

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型障害者スポーツ用具開発促進事業 15,966,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度有明体操競技場整備の概算負担金支払い 2,042,265,000

産業労働局 商工部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成29年度差し戻し分） 17,169

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

インキュベーションHUB推進事業補助金の支出 14,599,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 創業支援拠点の運営業務委託に係る支払（３月分） 16,810,200

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 医療機器イノベーション人材育成プログラム　 終払 4,872,240

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 ASAC空調機・全熱交換機保守点検委託に係る支払 367,200

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

インキュベーションＨＵＢ推進事業補助金の支出 14,957,000
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産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 Ｈ29新事業分野創出Ｐ（農業）事業ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ業務委託 9,936,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

多摩ものづくり型創業支援施設整備補助金の支出 55,072,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

インキュベーションHUB推進事業補助金の支出 9,553,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 リスティング広告及びバナー広告の掲載 7,754,400

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 平成29年度ＳＨＴ運営に伴う広報委託 19,062,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度「創業」特化型の情報発信業務 9,598,683

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京デザインコンペティション事業委託 31,788,622

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 ＳＨＴＰＲコンテンツ作成委託 9,558,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2704 969,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支2709 918,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2713 791,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2715 930,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2718 968,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2804 480,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2808 333,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2814 762,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2705 555,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2702 573,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2706 729,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2714 920,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2803 387,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

多摩ものづくり型創業支援施設整備補助金の支出 32,566,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2707 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2710 1,083,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2716 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2806 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2913 1,500,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 H29産サポTAMA建管委託支払（精算支払） 1,436,007

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援助成金支出2701 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2717 1,055,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2719 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2802 1,013,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2703 795,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2708 761,000
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産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2712 480,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2804 480,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2808 581,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2810 960,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2811 379,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 創業支援拠点における一時保育実施運営委託に係る支払 644,490

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 動画広告及びリスティング広告の掲載に係る支出 7,619,400

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 創業支援拠点における一時保育実施運営委託 989,280

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2711 1,090,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2806 1,000,000

産業労働局 商工部 創業支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業助成金支出2809 1,000,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の支出 3,163,404

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 都内進出外国企業とのマッチング会運営業務等の委託 9,456,264

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 BuyTOKYO推進プロジェクトウェブサイト管理等委託支出 723,600

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 298,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 BuyTOKYO推進プロジェクト実施運営等委託の支出 H29分 7,452,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 産業交流拠点(仮称)管理運営手法等詳細調査業務委託 8,316,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度経営革新計画点検業務委託（23区） 3,805,715

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 250,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 509,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 445,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 115,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 3,819,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 3,605,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 902,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 2,333,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 4,004,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 6,554,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 1,686,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 204,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 1,495,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 6,945,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 2,911,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 1,296,000
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産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 4,803,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 1,885,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 BuyTOKYO推進プロジェクト実施運営等委託の支出 H28分 21,060,000

産業労働局 商工部 経営支援課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

BuyTOKYO推進活動支援事業補助金の支出について 2,609,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,330,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,112,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 19,407,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度大規模小売店舗実態調査委託 1,598,400

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,547,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 3,117,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 671,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,540

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,619

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 795,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 908,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 26,136,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 291,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 368,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 871,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 469,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京都企業立地相談センター運営業務委託 46,386,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 10,769,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 8,487,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 26,326,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,672,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,256,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,384,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,036,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 13,478,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 4,683,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型商店街事業費補助金の支出 1,994,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 10,553,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,040,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,040,000
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産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,778,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 8,359,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,246,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 9,493,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 13,617,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,710,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,110,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,036,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,025,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 2,268,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 2,777,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 17,223,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 5,649,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 9,240,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 東京都企業立地相談センター広告掲出委託(構内ラック) 752,760

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 599,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度地域連携型モデル商店街フォローアップ事業 979,440

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 520,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29産業集積補助金(広域)の支出(文京・大田・川崎） 361,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 7,801,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 23,990,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,387,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 25,623,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,761,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 5,031,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 東京都企業立地情報サイト運営管理委託 2,020,896

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 平成29年度東京都産業立地情報サイトのコンテンツ制作 5,628,420

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,393,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 16,735,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 428,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 14,453,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 31,395,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,099,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 6,584,000
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産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 4,730,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,961,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,086,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,721,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 報償費 平成２９年度現地調査等の謝金の支出について 192,333

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 20,421,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,196,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 3,661,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,625,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 9,465,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,676,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 21,098,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 66,727,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 964,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 4,902,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 4,510,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,304,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 23,642,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 18,451,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 713,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 20,309,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,483,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 13,815,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 29,873,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 59,104,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度商店街ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ応援事業費補助金の支出 450,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 23,344,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 19,925,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 22,068,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度商店街ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ応援事業費補助金の支出 345,600

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,639,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 3,047,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 4,810,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 5,845,000
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産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,229,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,011,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 10,525,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 8,187,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 7,880,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,685,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 4,425,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,693,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,111,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 11,999,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 15,360,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 9,201,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 18,971,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 8,388,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 1,877,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 5,832,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度商店街ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ応援事業費補助金の支出 3,812,400

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度商店街ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ応援事業費補助金の支出 1,500,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 10,701,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 2,172,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度商店街ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ応援事業費補助金の支出 4,999,320

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 9,689,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 17,499,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 28,956,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 26,671,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 18,504,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 91,076,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 20,837,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

一般社団法人首都圏産業活性化協会年会費支出(29年度) 30,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 26,199,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,410,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,007,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,117,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 10,069,000
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産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 28,800,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,974,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 14,399,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 12,467,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型商店街事業費補助金の支出 7,155,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 15,525,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 7,770,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,342,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 4,291,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 4,462,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 3,513,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 10,606,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度防犯設備整備に対する区市町村補助金の支出 5,681,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型商店街事業費補助金の支出 2,613,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 3,829,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 1,500,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型商店街事業費補助金の支出 798,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 891,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 17,008,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29産業集積補助金（広域連携事業）の支出について 440,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,720,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 24,278,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,813,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,045,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 10,291,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,457,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 16,247,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,179,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 4,800,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,256,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域連携型商店街事業費補助金の支出 26,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 7,819,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 7,178,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 9,599,000
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産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 34,686,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度新・元気を出せ！商店街事業費補助金の支出 31,859,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29産業集積補助金（計画補助金）の支出について 541,830,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金の支出 43,719,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

29都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金の支出 2,482,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,892,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 14,480,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度広域支援型商店街事業費補助金の追給 35,823,348

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 6,599,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 43,200,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 34,279,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 19,870,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 786,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月29日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 15,095,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 120,000,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月30日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 2,369,000

産業労働局 商工部 地域産業振興課 平成30年05月31日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費
負担金補助及交付
金

平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金の支出 1,867,000

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の年間継続支払 143,431

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

事業承継支援補助金第４四半期確定支出 11,709,098

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 需用費 一般需用費 日経ヴェリタスの購読 24,400

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 金融機関と連携した海外展開支援業務の委託料について 59,382,901

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成30年5月支給分） 1,166

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

クラウドファンディング事業　第４四半期補助金支出 897,914

産業労働局 金融部 金融課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費
負担金補助及交付
金

クラウドファンディング事業協定書に基づく負担金支出 1,005,000

産業労働局 金融部 貸金業対策課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 金融事業費 委託料 平成29年度貸金業管理ｼｽﾃﾑに係るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保守等の委託 2,993,760

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 JA経営実務の購読 9,121

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 金融法務事情の購読 22,680

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 498,096

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託 323,460

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約支出（3月分） 41,580

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約支出（3月分） 189,403

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 平成29年度カラー複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約支出（3月分） 18,935

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費 需用費 一般需用費 Nature外1点の購読 1,161,000

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 農林水産総合ｾﾝﾀｰ(29)日の出庁舎受電工事実施設計 1,799,280
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産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 立川庁舎既存建築物法適合等調査委託 4,860,000

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 管理費 使用料及賃借料 29年度チケットによるタクシー料金の支払（3月分） 388,033

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 JA金融法務の購読 7,560

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 54,352

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 14,080

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 432

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 111,354

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 113,279

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 2,770

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 126,127

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 2,337

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 171,514

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 118,217

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 1,378

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 小笠原振興費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年３月末締め分） 2,329

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成29年3月末締め分） 996

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年度分） 2,169

産業労働局 農林水産部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（平成２９年度分） 2,824

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助金支出(練馬区） 12,658,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助金支出（葛飾区） 13,596,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度小規模土地改良事業費補助金の精算払の支出 38,966,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都畜産振興総合対策（牛乳乳製品） 716,578

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助金支出(杉並区） 12,393,816

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度青年農業者確保育成推進事業費補助金の支出 645,898

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 江戸東京野菜の車体広告の制作・掲出にかかる業務委託 905,040

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29畜産経営基盤強化（繁殖検診制度整備）費補助金支出 605,000

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助金支出（江戸川区） 13,831,074

産業労働局 農林水産部 農業振興課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都農業構造改革支援事業費補助金の支出 9,475,534

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,157

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度栽培漁業地域展開事業費補助金 210,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 イリジウムサービス料金の支払いについて（３月分） 25,072

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度漁場環境保全対策事業の補助金の支出 148,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度漁場環境保全対策事業の補助金の支出 300,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度サメ防除補助金の支出（新島村） 357,000
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産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成２９年度大中型まき網漁業等対策事業費補助金 500,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度サメ被害防除補助金の支出（三宅村） 7,400

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 水産資源維持管理のための魚価向上対策の実施委託 8,564,400

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 東京都栽培漁業センター(29)FRP水槽改修工事実施設計 756,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 栽培漁業センター（29）巡流水槽改修工事監理業務 972,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度内水面域振興活動推進事業の交付について 310,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度水産物加工・流通促進対策事業の交付決定 7,095,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(大島) 182,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(新島) 142,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(神津島) 152,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(三宅島) 129,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(八丈) 113,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

29年度地区海面利用協議会開催事業費補助金(小笠原) 101,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 カワウ捕獲調査委託（準備契約）の支出 4,303,800

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度漁場環境保全対策事業の補助金の支出 1,020,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成２９年度漁協指導強化対策事業費補助金の交付決定 2,461,132

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度燃油価格高騰緊急対策事業費補助金交付決定 343,467

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京の漁業を支える人材育成事業費補助金 7,129,115

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度島しょ漁業経営支援緊急対策事業費補助金 44,695,897

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 伊豆諸島海域違法漁船監視業務のための航空機等借上 18,905,400

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度生産・販売強化対策事業費補助金の交付決定 1,633,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 伊豆諸島周辺海域漁業取締り実施のための傭船契約 8,232,000

産業労働局 農林水産部 水産課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都離島漁業再生支援事業費補助金の交付 40,648,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その11) 471,694

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 委託料 ｢木育体験ツアー等｣運営業務委託（その２） 6,628,400

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その4) 2,202,910

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その7) 1,199,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その8) 185,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金支出その3 2,235,539

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

育樹祭機運創出補助金の支出について 12,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その10) 426,681

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その14) 2,227,725

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金の支出（その2） 2,490,592

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

緑の少年団新規結成補助金の支出について 250,000
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産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金の支出（その６） 1,038,191

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金の支出その1 4,799,338

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その5) 3,958,644

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その13) 1,337,855

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

木の香る多摩産材住宅普及事業費補助金の支出 25,000,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金支出その5 3,000,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度木育推進事業費補助金の支出(その12) 3,820,581

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度多摩産材普及事業費補助金の支出その４ 5,000,000

産業労働局 農林水産部 森林課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

第42回全国育樹祭機運創出補助金について 368,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,712

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 156

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 生産情報提供食品事業者登録制度WEB/DB運用保守委託 1,738,800

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策事業費補助金の支出 145,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№1) 769,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29区市町村食育推進活動支援事業費補助金(新島村) 131,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域特産品開発支援事業費補助金の支出 333,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度地域特産品開発支援事業補助金の支出 517,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29区市町村食育推進活動支援事業費補助金(神津島村) 141,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29区市町村食育推進活動支援事業費補助金(八丈町) 455,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№6) 689,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№10) 476,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

JA東京ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸの地産地消拡大事業費補助金支出 11,539,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29地産地消導入支援事業費補助金の支出（学校給食） 1,303,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№16) 971,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№20) 140,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№3) 1,142,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№5) 1,142,000

産業労働局 農林水産部 食料安全課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29広域食育推進民間活動支援事業費補助金支出(№13) 1,142,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 委託料 「労働者向けｾﾐﾅｰ」「多様な働き方ｾﾐﾅｰ」受付業務委託 28,952

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出22 286,960

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出23 83,500

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 45,225

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出21 50,100

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「2017年度　労働組合名簿」の作成 544,320

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労務事情の購読 61,620

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出24 647,190

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出26 338,415

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出25 509,830

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出28 218,455

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 1,000,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

200 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労働法令通信の購読 38,880

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出27 248,445

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出 29 104,965

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出 30 149,950

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「労働関係基礎法規集」（平成30年版）の作成 633,420

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 労経ファイル外3点の購読 162,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 「使用者のための労働法」巻末修正版冊子の作成 216,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 需用費 一般需用費 電話機増設作業 97,200

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 電話機増設作業 200,880

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出31 14,995

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出　32 59,980

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

ボランティア休暇制度整備助成金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 報償費 東京都中小企業雇用環境整備推進専門家謝礼の支出 33 149,950

産業労働局
労働相談情報セン
ター

事業普及課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,939

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出について 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

204 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（平成30年3月分） 530

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

大崎事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,252

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 600,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

中小企業雇用環境整備推進奨励金 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成30年3月分） 308

産業労働局
労働相談情報セン
ター

池袋事務所 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 1,000,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 114

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

亀戸事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出 1,000,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-1) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-1) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-1) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第2回-4） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,746

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-1） 300,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-1) 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-1) 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第2回-2） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-5） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-1) 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-2) 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第3回-2　全2件） 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-1　全2件） 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-1　全2件） 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-2） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-3） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-4） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-3） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-1） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-1） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-3） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-3） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第2回-4） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-3） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4　全2件） 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-1) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-1) 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-5） 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-1） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-3） 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-5） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 600,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-3） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-2） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-2) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-1) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-1) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-1) 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-2) 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-1) 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第5-1) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-2　全2件） 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-1） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-4） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-2） 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-2） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-1） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-1） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-2） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第6回-2） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第5回-2） 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-2) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-2) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-2) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-1) 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第4-2) 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-1) 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第2-2) 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第3-2) 400,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第5回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第5回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第6回-2) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第6回-3) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-1) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-4) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第4回-4) 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第6回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出(第6回-3) 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金の支出(第1-2) 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

国分寺事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出（第4回-5） 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 800,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 200,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 700,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 600,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 900,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 600,000
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産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 200,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 100,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 300,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

雇用環境整備推進奨励金の支出 500,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 400,000

産業労働局
労働相談情報セン
ター

八王子事務所 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 労政費
負担金補助及交付
金

働き方改革宣言奨励金の支出 600,000

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 人材育成プラザ複写サービス契約の支出（３月分） 5,519

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,111

産業労働局
城南職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払（３月分） 5,740

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,026

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,118

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 57

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）に伴う支出（３月分） 19,391

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

板橋校 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 漏水調査委託 48,600

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 207

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 51
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産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 149

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 174

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 コンプレッサーの定期点検委託 315,684

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 局所排気装置外1点の点検委託 823,500

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購入 15,482

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 屋上避雷設備の修繕 909,360

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 週刊溶接ニュースの購入 25,167

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 塗料報知の購入 24,840

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 525

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 自動車塗装ブース脱臭装置の修繕 237,600

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ＴＩＧ溶接機の修理 93,960

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 家具新聞の購入 18,900

産業労働局
城東職業能力開発
センター

人材育成課 平成30年05月24日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 城東センター訓練科目チラシのデザイン委託 216,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年12月生・トラベルビジネス科)の支出 5,873,558

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年1月生 Webｻｲﾄ制作科)の支出 4,090,153

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(医療事務･調剤事務･介護事務科) 1,458,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その8(1年生)の支出4/4 2,041,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その11(1年生)の支出4/4 1,594,080

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年3月生　ECｼｮｯﾌﾟ運営科)の支出 810,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 64

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生 簿記・税務会計科)支出 2,799,321

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年12月生・Webｸﾘｴｰﾀ実践科)の支出 6,831,163

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 再就職訓練(介護初任者研修･福祉用具専門相談員養成) 1,620,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 女性向け委託訓練（ｅﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ）委託料の支出 1,339,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年3月生 Javaﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実践科) 1,296,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年1月生 医療事務・調剤事務科) 3,430,978

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者再就職訓練(30年1月生 財務管理･ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ会計科 4,274,117

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年1月生 観光総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ科)支出 4,732,940

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年3月生　OA会計科)の支出 1,566,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生　Webｸﾘｴｰﾀ科)の支出 3,113,999

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生 簿記・社会保険事務科) 2,700,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年12月生 Webﾃﾞｻﾞｲﾝ＆ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実践科) 7,146,248

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生　ITﾊﾟｿｺﾝﾏｽﾀｰ科)の支出 3,047,142
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 大学等委託訓練（29年12月生 ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ科） 4,069,241

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その7(1年生)の支出4/4 583,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ウィルス対策ソフト外４件の購入 190,890

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者再就職訓練(30年1月生Javaﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ初中級科)支出 3,020,822

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年12月生・ﾊﾟｿｺﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ科)の支出 7,201,467

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生 介護職員初任者養成科) 2,106,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年2月生 医療事務･ﾊﾟｿｺﾝ基礎科) 1,691,999

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年3月生　Webｸﾘｴｰﾀ科)の支出 1,566,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年1月生 医療･調剤･介護事務科) 3,605,079

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ(29年12月生・介護職員養成科)の支出 1,306,152

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 離職者等再就職訓練(30年3月生　経理実務科)の支出 1,404,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 経営管理実務科)支出 9,549,160

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 貿易実務科)の支出 8,834,003

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 OAｿﾌﾄ管理科)の支出 9,021,530

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 医療事務科)支出 8,722,071

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築科)の支出 9,259,975

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 経営管理実務科)支出 7,251,599

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 ﾋﾞｼﾞﾈｽ経理科)支出 9,179,213

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 財務管理科)の支出 9,426,628

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 ＣＡＤ科)の支出 9,387,752

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 ｼｮｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科)支出 8,639,997

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その1(1年生)の支出4/4 5,154,948

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その1（2年生）の支出4/4 4,671,270

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その9(2年生)の支出4/4 1,166,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その12（2年生)の支出4/4 1,636,206

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その6(1年生)の支出4/4 6,739,225

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その17(2年生)の支出4/4 2,041,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その16(1年生)の支出4/4 1,749,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 財務管理科)の支出 9,575,219

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 CAD科)の支出 8,603,585

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その9(1年生)の支出 2,332,800

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その12(1年生)の支出4/4 1,908,907

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その4(2年生）の支出4/4 3,277,260

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その5(1年生)の支出4/4 5,149,980
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産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その1(2年生)の支出4/4 3,499,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 医療事務科)の支出 7,129,173

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 医療事務科)の支出 8,395,976

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 医療事務科)の支出 8,035,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 貿易実務科)の支出 9,293,834

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 OAｿﾌﾄ管理科)の支出 8,426,355

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 東京都民間委託訓練(29年10月生 観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ科)の支出 8,346,714

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その5(2年生）の支出4/4 5,616,021

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その4(1年生)の支出4/4 6,344,973

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その6(1年生)の支出4/4 583,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その15(2年生)の支出4/4 2,758,860

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その15(1年生)の支出4/4 2,122,200

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（３月分） 45,313

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 義肢装具科の業務委託の支出4/4 5,464,800

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その18(2年生)の支出4/4 1,148,256

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その17(1年生)の支出4/4 1,458,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科業務委託その2(2年生）の支出4/4 5,958,395

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その14(2年生)の支出4/4 2,023,639

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その14(1年生)の支出4/4 2,149,335

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その2(1年生)の支出4/4 7,642,641

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 介護福祉士養成科の業務委託その1(1年生)の支出4/4 6,998,400

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

人材育成課 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 保育士養成科の業務委託その8(1年生)の支出4/4 5,248,800

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 77,956

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,155

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 インターネットプロバイダ契約 9,234

産業労働局
障害者職業能力開
発校

教務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(旅費システム　平成30年4月分） 2,564

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 295

産業労働局
城南職業能力開発
センター

大田校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 印刷機保守点検委託 70,200

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 空調設備定期点検保守委託（２月分） 109,080

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 人材育成プラザの施設管理委託に伴う経費（３月分） 165,088

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 日刊紙の購読（１～３月分） 14,700

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 構内電話交換設備定期点検保守委託（1月分） 49,680

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 産業廃棄物の収集運搬委託 69,120

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 自動ドア部品交換 583,200
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産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 産業廃棄物処分委託（3月分） 9,990

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出（３月分） 651,616

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 57

産業労働局
城東職業能力開発
センター

江戸川校 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出について（３月分） 760

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,165

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 90

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

赤羽校 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支出（３月分） 3,722

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費
負担金補助及交付
金

建物維持管理経費の支出 5,867,000

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,761

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 施設整備費
産業労働施設整備
費

備品購入費 非常業務放送装置の購入 321,840

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 壁装用接着剤外20点の購入 522,817

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ビニール壁紙外10点の購入 237,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ボイラー保守委託 672,840

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 芯外１点の購入 24,948

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 加湿空気清浄機の購入 189,864

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 テキストの購入 49,862

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 ナチュラルチラー講習会テキスト外４点の購入 109,545

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 委託料 ホテル業務システムの保守委託 725,457

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 案内パネルの修繕 75,600

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 訓練用雑誌の購読 75,790

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 新聞の購読 29,009

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 使用料及賃借料 ＮＡＳ等の借入れについて 27,864

産業労働局
中央・城北職業能
力開発センター

高年齢者校 平成30年05月25日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 需用費 一般需用費 畳の表替え 784,080

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 397

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

八王子校 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 シーツ外７点の洗濯（3月分）の支出 12,960

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 電話料金の支出(都外市外）３月分 162

産業労働局
城東職業能力開発
センター

台東分校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 役務費 電話料金の支出(都外市外）３月分 44

産業労働局
多摩職業能力開発
センター

府中校 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働費 職業能力開発費 役務費 ５月分  公共料金支払 34,721

産業労働局 皮革技術センター 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 需用費 光熱水費 平成29年度 工業用水道に係る下水道料金継続支払3月分 44,582

産業労働局 皮革技術センター 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 商工業振興費 経営技術支援費 委託料 都立皮革技術センター庁舎警備委託 71,712

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,217

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 248

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,845

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について(新島分室・２件) 52,072
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産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島水・4件） 45,872

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 管外旅費の支出について（大島農・2件） 29,260

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（本所・平成３０年３月分） 5,598

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（本所・平成３０年３月分） 7,937

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（本所・平成３０年３月分） 2,280

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（本所・平成３０年３月分） 148,520

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 特別旅費 定日旅費の支出について（本所・平成３０年３月分） 1,138

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 需用費 一般需用費 平成29年度下期漁業調査指導船みやこ上架修繕工事 94,330,621

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　建物清掃委託 172,800

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月09日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出について（三月分・八丈水） 6,239

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 新聞及び雑誌の購入（新島） 44,436

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 火災報知機保守点検委託（大島事業所） 235,440

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払について 8,340

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 使用料及賃借料 平成２９年度　三宅事業所敷地の賃借料の支出について 540,233

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　建物清掃委託 264,600

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 委託料 平成29年度日の出庁舎　機器保守点検業務委託 418,554

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 工事請負費 水産庁舎出入口扉改修工事（八丈事業所） 694,020

産業労働局
島しょ農林水産総
合センター

庶務課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 水産費 旅費 普通旅費 定日旅費の支出（庶務課　平成30年3月分） 57,404

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,568

産業労働局 家畜保健衛生所 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 390

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第2回NO.７） 262,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 36,213,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,423

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,834

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,488

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 700

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,162

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29年度小規模土地改良事業補助金支出(菅堀用水地区) 185,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 9,750,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 10,500,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 16,748,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 1,500,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 3,000,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ストップ遊休地再生事業費補助金の支出 1,914,000
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産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助(東久留米市) 21,660,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29年度小規模土地改良事業補助金支出(大丸用水路地区 1,110,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月07日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29年度小規模土地改良事業補助金支出(北部丘陵地区) 5,915,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都新規就農者確保事業費補助金の支出 750,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第2回NO.２） 290,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月08日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第3回NO.５） 274,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 33,812,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29年度小規模土地改良事業費補助金支出(小比企地区） 8,896,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月10日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 48,601,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都区市町村農業委員会交付金（追給） 6,472,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農業活性化支援事業費補助金の支出 41,912,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月11日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助(狛江市) 1,318,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第3回NO.２） 974,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金の支出（青梅市） 724,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29年度小規模土地改良事業費補助金支出(西府用水地区 15,660,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

29農作物獣害対策地域強化推進事業補助金（日の出町） 153,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（日の出町） 467,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 委託料 PPV業務システムに係る運用支援業務等委託 2,808,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

トウキョウＸ生産拡大事業費補助金の支出 1,607,973

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域特産化推進費(山村･離島)補助金 7,499,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助(府中市) 15,239,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（檜原村） 5,450,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月17日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（奥多摩町） 2,320,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（八王子市） 3,708,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月18日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（あきる野市） 5,237,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助(稲城市) 7,496,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度都市農地保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ補助(小平市) 22,500,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29小規模土地改良事業費補助金支出(川北平山用水地区 2,079,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

H29小規模土地改良事業費補助金支出(日野市用水路地区 10,735,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都地域農政推進対策事業費補助金の支出 1,610,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第3回NO.4） 276,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度畜産振興総合対策事業補助金（飼養高度化） 592,250

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度ﾁｬﾚﾝｼﾞ農業支援事業費補助金（第3回NO.1） 493,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（東京七島新聞） 9,600
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産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（稲城市） 181,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害防止対策補助金（町田市） 874,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害対策地域強化推進補助金(三鷹市) 319,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月21日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度農作物獣害対策地域強化推進補助金(檜原村) 46,000

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月22日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度家畜流通円滑化事業費補助金 2,261,750

産業労働局 農業振興事務所 農務課 平成30年05月23日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農業費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村食育推進活動支援事業費補助金 18,249,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,645

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,151

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,514

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 農林災害復旧費
負担金補助及交付
金

林道災害復旧（都単災害）事業補助金の支出 13,639,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月02日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費 役務費 電話料金（森林GIS　ADSL利用料金）の支払 7,344

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道開設（林道整備促進）事業補助金 52,418,220

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（都単改良）事業補助金 14,000,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月14日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（都単改良）事業補助金 20,300,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成２９年度林道整備（都単改良）事業補助金の支出 23,555,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月15日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（都単改良）事業補助金の支出 13,802,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（都単開設）事業補助金の支出 40,208,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（都単改良）事業補助金の支出 17,113,000

産業労働局 森林事務所 保全課 平成30年05月16日 一般会計 産業労働費 農林水産費 林産費
負担金補助及交付
金

平成29年度林道整備（公共開設）事業補助金 51,115,000

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について 98,453

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購読（地域と人権（全国版及び東京版 17,880

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度第１回自己啓発　通信教育講座受講支援金 26,615

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 委託料 29年度海外特定複合観光施設等調査分析業務委託 6,987,600

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について 2,388

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 委託料 平成29年度港湾局文書交換業務委託の支払について 193,172

港湾局 総務部 総務課 平成30年05月24日 一般会計 港湾費 港湾管理費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出について 2,932

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払い 113,529

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 据置型放射線検知器の管理に関する協定書に基づく支払 45,498,660

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,670

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,882

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 雑誌類の購入代金の支出について 78,273

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の支出について 223,200

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 翻訳委託（単価契約） 49,896

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費
負担金補助及交付
金

平成29年度緊急放送設備整備補助金の交付について 20,101,500
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港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成２９年度竹芝有明桟橋開放に伴う安全管理の支払 3,530,540

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度新客船ふ頭交通対策計画立案支援調査委託 13,500,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度フィーダー輸送利用補助制度補助金の支出 109,995,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度コンテナ輸送用はしけ横持補助制度の支出 29,780,000

港湾局 港湾経営部 経営課 平成30年05月28日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度港内横持補助制度補助金の支出 10,999,000

港湾局 臨海開発部 開発企画課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 Ｈ29大井ふ頭中央海浜公園修景整備工事請負代金の支払 133,841,520

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借 24,010

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

使用料及賃借料 港湾施設保全システム用機器の賃貸借 24,009

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 8,856

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,370

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,526

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 データ解析用パソコンの賃貸借（長期継続契約） 71,928

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度水底土砂有効利用（精算） 3,562,763

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度ＣＡＲＧＯの購読 103,680

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 港湾整備部ファイルサーバの借入れ 106,596

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度作業船情報提供サービスの利用契約 10,800

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度建設副産物情報交換システムの利用契約 129,600

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度港湾空港タイムスの購読 51,840

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度道路の購読 9,096

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰの使用及びﾀｸｼｰ供給契約の支払い(3月) 49,880

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度図面複写等（単価契約）の支払 12,394

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 115,563

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 41,563

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（２月分） 121,045

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

工事請負費 平成27年度海の森水上競技場整備工事 2,349,296,297

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成27年度海の森水上競技場整備工事 35,579,205

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 環境費 廃棄物費 施設整備費 工事請負費 平成27年度海の森水上競技場整備工事 35,579,205

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成27年度中防内５号線橋りょうほか整備工事 1,650,000,000

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成27年度中防内５号線橋りょうほか整備工事 8,013,600

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成27年度中防内５号線橋りょうほか整備工事 3,750,552,703

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成28年度南北線中防内側陸上トンネル整備工事 3,151,658,144

港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度土木施工の購読 14,808
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港湾局 港湾整備部 建設調整課 平成30年05月25日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出（平成３０年３月分） 10,266

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成29年度湯の浜漁港東防波堤(B)深浅測量 3,780,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度伊豆諸島ケーソン製作工事(その3) 82,545,454

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度伊豆諸島ケーソン製作工事(その3) 8,254,546

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 19,346

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 委託料 平成29年度湯の浜漁港用地測量 540,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 平成30年度起工書表紙の印刷 42,233

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 平成30年度起工書表紙の印刷 42,233

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

需用費 一般需用費 平成30年度起工書表紙の印刷 21,757

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 需用費 一般需用費 平成30年度起工書表紙の印刷 21,757

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 漁港の港勢集の印刷 60,933

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支払い 32,005

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（年間契約）の支払い 25,254

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー利用料金の支払い 67,841

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 港湾空港タイムスの購入（年間契約）の支払いについて 51,840

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 南海タイムスの購読（年間契約）の支払いについて 7,776

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 需用費 一般需用費 積算資料、土木施工単価、建築施工単価の購入の支払い 66,852

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費 需用費 一般需用費 東京七島新聞の購読（年間契約）の支払い 38,400

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 需用費 一般需用費 建設物価、土木ｺｽﾄ、建築ｺｽﾄ情報の購入の支払い 66,900

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度若郷漁港落石防護網設置及びその他工事 29,213,121

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度若郷漁港落石防護網設置及びその他工事 20,868,839

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度野増漁港防波堤(改良)建設及びその他工事 90,417,396

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度二見港上屋新築及びその他工事 18,467,133

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 平成29年度御蔵島港防波堤(東)(Ⅱ)前面施設設計 2,896,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 H29年度若郷漁港(1)防波堤(改良)建設及びその他工事 78,349,263

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 H29年度若郷漁港(1)防波堤(改良)建設及びその他工事 13,030,737

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 平成29年度三池港海岸堤防（改良）建設工事 35,063,515

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

海岸保全施設整備
費

工事請負費 平成29年度三池港海岸堤防（改良）建設工事 6,314,565

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都離島航空路線運航費補助金の支払 116,955,925

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度八重根漁港衛生施設(便所)新築工事 16,037,040

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港-4.5M岸壁建設及びその他工事 22,367,196

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港-4.5M岸壁建設及びその他工事 38,445,978

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港-4.5M岸壁建設及びその他工事 8,715,884

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港-4.5M岸壁建設及びその他工事 6,589,630
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港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 委託料 平成29年度神湊港荷捌き日除け施設新築（修正）設計 3,672,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度伊豆諸島ケーソン製作工事(その4) 134,719,891

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度伊豆諸島ケーソン製作工事(その4) 551,119

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度伊豆諸島ケーソン製作工事(その4) 747,790

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度阿古漁港（2）突堤建設工事（その2） 29,888,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度ケーソン製作桟橋補修工事（その２） 42,750,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

漁港整備費 工事請負費 平成29年度ケーソン製作桟橋補修工事（その２） 42,750,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都離島航空路線運航費補助金の支払 51,523,356

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 247,106,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 54,524,669

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 156,390,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 144,219,012

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 42,115,225

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 工事請負費 平成29年度岡田港船客待合所及び津波避難施設新築その 117,818,094

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都特定有人国境離島航空路補助金の支払 8,470,000

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都特定有人国境離島航空路補助金の支払 13,729,167

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度航空保安検査補助金の支払い 20,608,568

港湾局 離島港湾部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

港湾整備費 旅費 普通旅費 定日旅費の支給について（平成30年3月分） 200

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度青海ふ頭保安対策監視装置保守委託 7,938,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 東京夢の島マリーナ浮桟橋補修及びその他工事 90,853,600

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度芝浦ふ頭小型船だまり補修調査委託 5,821,200

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費
負担金補助及交付
金

平成２９年度警備委託経費の支払いについて 28,808,854

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 平成29年度　南部地区道路橋梁維持工事（単価契約） 7,200,422

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度接続サービス料金の支払い（３月分） 7,486

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 光熱水費 平成29年度　軽油の購入３月分(単価契約)代金の支払い 1,595,430

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 光熱水費 平成29年度　軽油の購入３月分(単価契約)代金の支払い 17,442

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 東京臨海新交通臨海線の側壁補修工事の29年度の支払い 82,798,848

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 平成29年度通信料金の支払い(レインボーブリッジ風向) 4,320

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 複写サービス（港南庁舎）に関する契約（単価契約） 50,427

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 12,808

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 12,259

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 8,493

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 38,424

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 8,920
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 43,456

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 18,056

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 88,100

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 30,411

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 12,852

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,560

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 12,852

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 110,028

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 12,852

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,856

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,796

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 2,270

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

役務費 ５月分  公共料金支払 8,192

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,943

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,669

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 51

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 103

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度海の森公園建築基準法に基づく手続業務委託 496,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度敷布等の洗濯（単価契約） 28,782

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 南部地区道路橋梁維持工事その２（単価契約） 6,161,238

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービス（日の出庁舎）に関する契約 10,890

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度海の森公園施設整備工事（その２） 64,053,240

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度東京港野鳥公園外１か所木製施設外改修工事 48,450,960

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度東京港野鳥公園外１か所木製施設外改修工事 79,070,040

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度若洲海浜公園防災整備工事（その２） 24,337,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 平成29年度新木場・若洲線舗装補修実施設計 1,956,800

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度辰巳の森緑道公園仮囲い緊急設置工事 5,238,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

負担金補助及交付
金

平成29年度ゆりかもめ駅舎連絡通路部の日常管理負担金 5,499,309

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月11日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 平成29年度寝具の乾燥殺菌（単価契約） 11,016

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月14日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 工事請負費 平成29年度大井ふ頭中央海浜公園修景整備工事(その2) 61,181,520

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

委託料 平成29年度葛西海浜公園水路深浅測量 1,533,600

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度大井ふ頭中央海浜公園建物解体設計 630,450

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月15日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度入港料徴収事務委託（３月分) 49,229
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港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 7号地荷役連絡所排水管修繕 486,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

工事請負費 平成29年度道路樹木維持工事（単価契約） 3,174,162

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
臨港道路及海上公
園管理費

需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の支払い（台場地震観測所） 2,689

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 平成29年度東京ヘリポート消防及び警備業務委託の支払 4,661,280

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月17日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 東京臨海新交通臨海線の駅舎修繕等に関する工事 234,237,960

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 平成29年度大井ふ頭中央海浜公園修景整備工事2監理 1,404,000

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月18日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 委託料 H29中防外側ふ頭桟橋（Ｙ２）管理運営委託経費の支払 1,224,882

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月21日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費
負担金補助及交付
金

芝浦港湾総合施設（ﾊﾞｰｸ芝浦）外壁改修工事等の負担金 114,535,363

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 品川外貿岸壁・外貿桟橋係船柱増設工事 12,512,113

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月22日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 中央防波堤外側ふ頭桟橋改修工事に係る支払い 22,278,240

港湾局 東京港管理事務所 港務課 平成30年05月23日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケットによるタクシー利用料金支 54,450

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 平成29年度浜離宮排水機場操作制御設備保守委託 3,088,800

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港管理事務所建設事務所合同庁舎の清掃業務委託 1,623,024

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 201,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 49,828

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 16,609

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京港建設事務所庁舎ほかのエレベーター保守点検委託 116,083

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 H29海の森競技場整備に伴う廃棄物運搬補助業務４単契 1,080,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 20,574

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 396

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 99,427

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

役務費 ５月分  公共料金支払 25,661

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 役務費 ５月分  公共料金支払 47,182

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,942

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,310

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 7,394

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,661

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 汚泥しゅんせつ費 需用費 一般需用費 平成29年度日本経済新聞ほか２点の購入 13,527

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度日本経済新聞ほか２点の購入 39,651

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 汚泥しゅんせつ費 需用費 一般需用費 平成29年度日本経済新聞ほか２点の購入 13,527

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度日本経済新聞ほか２点の購入 39,651

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成２９年度　産経新聞の購入 9,102

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成２９年度　産経新聞の購入 9,102
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 10,029

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 10,029

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 10,029

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　朝日新聞ほか１点の購入 10,029

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約） 51,743

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 Ｈ29高潮港南管理宿舎（1004号室）ガス設備その他修繕 495,720

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 港南庁舎廃棄物収集運搬・処分委託その２（単価契約） 76,719

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月02日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 港南庁舎廃棄物収集運搬・処分委託その２（単価契約） 28,350

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 1,557,732

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 110,686

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 総務管理費 福利厚生費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 35,979

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 東京港建設事務所ほか庁舎の設備運転・保守点検委託 265,523

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成２９年度　毎日新聞ほか２点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　毎日新聞ほか２点の購入 24,222

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成２９年度　毎日新聞ほか２点の購入 12,111

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　毎日新聞ほか２点の購入 24,222

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度 港湾空港タイムスの購入 12,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度 港湾空港タイムスの購入 12,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度 港湾空港タイムスの購入 12,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成29年度 港湾空港タイムスの購入 12,960

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 9,570

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 70,350

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 12,660

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 17,550

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾施設運営費 需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 9,570

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 70,350

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 12,660

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

需用費 一般需用費 平成２９年度　建設物価ほか３点の購入（一般会計） 17,550

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 委託料 Ｈ29新木場・若洲線ほか自転車走行空間整備基本設計 4,229,551

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 環境整備費 委託料 Ｈ29新木場・若洲線ほか自転車走行空間整備基本設計 684,449
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港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度日の出人道橋改修工事（その３） 70,500,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度日本経済新聞の購入（青海庁舎） 9,018

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度日本経済新聞の購入（青海庁舎） 13,527

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度日本経済新聞の購入（青海庁舎） 13,527

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月07日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 需用費 一般需用費 平成２９年度日本経済新聞の購入（青海庁舎） 13,527

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月08日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 使用料及賃借料 平成29年度ﾁｹｯﾄによるﾀｸｼｰ利用料金の支払い 108,806

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

報償費 新砂水門再整備工事対策検討委員会に伴う経費の支出 53,600

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設管理
費

役務費 平成２９年度衛星携帯電話料金の支出（３月分） 25,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月09日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

報償費 鋼管杭の変位計測に関する技術支援に伴う経費の支出 78,400

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

工事請負費 平成29年度晴海五丁目陸上防潮堤建設及びその他工事 32,310,630

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月10日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 工事請負費 平成29年度晴海五丁目陸上防潮堤建設及びその他工事 50,405,063

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月16日 一般会計 港湾費 東京港整備費
東京港廃棄物処理
場建設費

工事請負費 平成２９年度中央防波堤外側その２埋立地東側護岸補修 70,900,000

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月24日 一般会計 港湾費 東京港整備費 港湾整備費 旅費 普通旅費 精算払旅費の支出について(３０年３月分／一般会計) 660

港湾局 東京港建設事務所 庶務課 平成30年05月25日 一般会計 港湾費 東京港整備費
海岸保全施設建設
費

旅費 普通旅費 高潮災対要員待機態勢に係る旅費(２９年度) 297,216

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 160,899

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,723

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月01日 一般会計 港湾費 東京港整備費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,503

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,388

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月01日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,080

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月02日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 役務費 平成29年度調布飛行場駐車場無線使用料の支払(3月分) 1,693

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費 委託料 調布飛行場保安(消防救難・警備)業務委託(3月分) 6,270,804

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

空港整備費 使用料及賃借料 平成29年度仮設蓄電池の賃貸借の支払いについて 54,000

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月07日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年負担金の支払について(野川公園騒音表示装置) 5,654

港湾局
調布飛行場管理事
務所

調布飛行場管理事務
所

平成30年05月24日 一般会計 港湾費
島しょ等港湾整備
費

施設運営費
負担金補助及交付
金

平成29年度航空障害灯の支払について(3月分) 352

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 平成29年度東京都住民税納付システム管理業務委託 2,268,000

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 平成29年度東京都住民税納付事務システム運用業務委託 2,030,400

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,588

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 地方財務・地方自治の購入 58,450

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 解放新聞中央版外2件の購入 23,576

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 自由民主の購入 5,100

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 コンビニエンスストア新聞の購入 11,880

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 ニッキンの購入 17,160

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 日経ヴェリタスの購入 24,400

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 日経ヴェリタスの購入 15,946
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会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 企業会計外1件の購入 55,000

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 月間シニアビジネスマーケットの購入 39,852

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 会計検査資料の購入 9,720

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 図書の購入 12,290

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 都議会情報の購入 77,760

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 官報の購入 43,692

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 ニッキンの購入 11,440

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 39,960

会計管理局 管理部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 263,300

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 H29年度支出命令書、納入済通知書仕訳等業務委託(4Q) 5,373,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月08日 一般会計 総務費 会計管理費 公金取扱費 役務費 H29年度公金取扱費(支払手数料等)の支出(第4四半期分) 33,731,025

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 会計管理費 公金取扱費 役務費 H29年度公金取扱費(支払手数料・準公)の支出(4Q) 1,394,624

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 会計管理費 管理費 委託料 官民連携ファンドの運営監視等に係る法的支援業務委託 1,363,252

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 会計管理費 公金取扱費 役務費 H29年度公金収納取扱手数料の支出（第4四半期） 43,858,915

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月17日 一般会計 諸支出金 財産費
東京オリンピッ
ク・パラリンピッ

積立金 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催準備基金への支出について 158,800,000,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月17日 一般会計 諸支出金 財産費
財政調整基金積立
金

積立金 財政調整基金への支出について 88,940,229,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 積立金 災害救助基金への支出について 378,000,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月17日 一般会計 諸支出金 財産費
社会資本等整備基
金積立金

積立金 社会資本等整備基金への支出について 1,414,000,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月29日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費 積立金 花と緑の東京募金基金への支出について 14,275,343

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月30日 一般会計 福祉保健費 高齢社会対策費 介護保険費 積立金 介護保険財政安定化基金への支出について 128,783,000

会計管理局 管理部 公金管理課 平成30年05月31日 公債費会計 公債費 公債費 減債基金積立金 積立金 減債基金への支出について 321,606,829,126

労働委員会事務局 総務課 平成30年05月01日 一般会計 産業労働費 労働委員会費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,026

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費
負担金補助及交付
金

電話交換機改修工事に係る費用の支出について 6,160,320

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 工事請負費 多摩北部医療ｾﾝﾀｰ(29)無停電電源設備更新工事(その２) 20,822,184

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 工事請負費 豊島病院（２９）コジェネ設備制御盤類整備工事 39,387,600

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 多摩北部医療センター(２９)医療ガス改修監理委託 648,000

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 多摩北部医療ｾﾝﾀｰ(29)ろ過設備他改修工事実施設計委託 4,787,640

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 豊島病院(29)自動火災報知装置改修工事実施設計委託 756,000

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 工事請負費 多摩北部医療センター（２９）トイレ扉等設置工事 7,042,400

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 工事請負費 多摩北部医療センター（２９）医療ガス設備改修工事 8,640,000

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 東部地域病院(29)保育室等改修工事実施設計委託 1,047,600

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 施設整備費 委託料 多摩北部（29）無停電電源工事（その２）監理業務委託 1,026,000

病院経営本部 経営企画部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 福祉保健費 地域病院費 管理費 委託料 多摩北部医療センター設備等劣化改修基本計画追加業務 6,048,000

生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 工事請負費 東京都計量検定所タクシーメーター深川検査場(29)改修 33,800,040
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生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,690

生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 東京都渋谷公園通りギャラリー(29)整備工事基本設計 1,155,200

生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 工事請負費 東京都庭園美術館(29)レストラン新築空調設備工事 15,087,960

生活文化局 総務部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成30年5月支出分　※29年度案件） 2,116

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,482

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 JR駅に広報東京都を配架するための場所の提供 5,832

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年度4月確認不適合除外分) 927

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年度4月確認不適合除外分) 6,901

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(平成30年度4月確認不適合除外分) 896

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(平成30年度4月確認不適合除外分) 36,339

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 東京都公式ホームページ読み上げＡＳＰサービス利用 97,200

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 平成29年度写真及び動画管理システム用パソコンの賃借 13,932

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度「広報東京都」電子チラシの配信及び掲載 54,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度シティホールテレビ番組制作・放送等の委託 2,163,672

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 東京動画への動画公募機能追加に係る改修業務委託 2,221,560

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 手書き旅費の支出について（平成30年3月分） 3,566

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 東京都動画ロゴの商標登録に関する業務委託 668,840

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29下　都政広報番組の制作・放送（3月） 41,922,360

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 29下　都政広報番組の制作・放送（3月） 1,641,600

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度映像を活用した都政情報発信事業の委託 103,344,120

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 29下 都政広報番組「都民ニュース」の制作放送(3月) 7,830,972

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 テレビラジオ等による人権啓発に関する広告の制作委託 7,638,840

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 政策企画費 管理費 委託料 都政広報テレビ番組を活用した動画制作委託 1,800,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 シティホールテレビ(29)映像スタジオ設備改修工事設計 2,893,200

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期広報番組東京サイト制作放送(10月) 28,613,412

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期広報番組東京サイト制作放送(10月) 2,808,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(11月) 27,538,056

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(11月) 2,680,363

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(12月) 24,525,504

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(12月) 2,667,600
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生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(1月) 26,031,780

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(1月) 2,808,000

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(2月) 24,740,964

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(2月) 2,667,600

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(3月) 27,322,596

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度下半期都政番組東京サイトの制作放送(3月) 2,680,363

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月31日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年5月確認　29年度分） 1,112

生活文化局 広報広聴部 広報課 平成30年05月31日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年5月確認　29年度分） 2,000

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 情報公開用システム保守委託 2,404,620

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 使用料及賃借料 情報公開用パソコンの賃借に関する経費の支出 23,100

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 役務費 個人情報保護パンフレット（事業者向け）の梱包・配送 133,920

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 委託料 平成29年度特定個人情報保護評価書審査業務の委託 4,685,462

生活文化局 広報広聴部 情報公開課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 広報広聴費 需用費 一般需用費 複写サービス（開示室）に係る経費の支出（３月分） 11,763

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費
負担金補助及交付
金

世界都市文化会議に係る協定書（29年度）負担金支出 997,500

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 29庭園美術館工事に伴う埋蔵文化財調査 支出(第２回) 10,789,200

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 東京都庭園美術館西洋庭園の芝地管理業務委託 291,600

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外　３月分） 8,749

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（システム外　３月分） 266

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（システム外　３月分） 1,021

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（単価契約） 147,653

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の定期購読（1～3月） 14,619

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（3月分） 142,732

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 定日払い旅費の支出（3月分） 23,009

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（3月分） 1,643

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 第三者発信による平成29年度戦略的海外広報実施委託 9,558,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費
負担金補助及交付
金

世界都市文化会議に係る協定書(29年度)負担金支出 22,500

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 Instagramによる平成29年度戦略的海外広報事業委託 7,452,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 東京都庭園美術館レストラン家具等の買入れ 5,262,732

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 備品購入費 東京都庭園美術館レストラン家具等の買入れ 2,632,068

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 29現代美術館の雑排水槽等清掃に伴う産業廃棄物処分２ 5,400

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 彫刻作品の補修 588,600

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 都立文化施設の事業に対する来館者満足度調査の支出 1,076,760

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 都立文化施設指定管理者管理運営状況調査の支出 1,728,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払いについて(３月分) 302,366
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生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出（3月分　追加） 2,270

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 都内ホール・劇場等の調査委託 2,635,200

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 江戸東京博物館ホール音響設備機器撤去工事に係る支出 864,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 Tokyo Tokyo FESTIVALアイコン制作等業務委託 3,005,640

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 江戸東京博物館常設展示室搬出入計画検討調査の支出 10,096,790

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 江戸東京たてもの園復元建造物劣化状況調査に係る支出 32,238,000

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 江戸東京たてもの園復元建造物（小出邸）緊急修繕工事 32,810,400

生活文化局 文化振興部 企画調整課 平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 江戸博スプリンクラー消火ポンプ設備等修繕工事の支出 21,708,000

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 第２８回東京都平和の日記念式典等の実施委託 7,689,600

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 需用費 一般需用費 「平成29年度東京都名誉都民小伝」の印刷 294,624

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 旅費 特別旅費 第３回新たな現代美術の賞検討委員会　謝礼・特別旅費 4,548

生活文化局 文化振興部 文化事業課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 文化振興費 委託料 平成29年度「東京空襲資料展」の実施委託 4,276,800

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 裁断機(シュレッダー)の借入れ（3月分) 14,688

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年3月分） 1,294

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 普通旅費 旅費の支出（平成30年3月分） 93,454

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 旅費 特別旅費 旅費の支出（平成30年3月分） 48,318

生活文化局 都民生活部 管理法人課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 ＮＰＯ法人関連文書の電子化作業委託の支出 5,594,688

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（４） 427,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（１） 667,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 「おもてなし語ボラ」登録・管理システム運用支援委託 648,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 「おもてなし語ボラ」登録・管理システム運用支援委託 213,840

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 560,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 町会・自治会活動活性化支援事業実施及び運営業務委託 9,980,604

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 1,000,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 1,000,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（８） 250,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（５） 494,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 171,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 2,000,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成２９年度地域活動支援アドバイザー派遣業務委託 6,469,200

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 60,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（３） 1,299,000
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生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 「都民等のボランティア活動実態調査」冊子の発送 44,712

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第１回地域の底力発展事業助成金の支出 56,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 62,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 297,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 町会・自治会活動支援ポータルサイト制作委託 3,107,700

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 200,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第１回地域の底力発展事業助成金の支出 16,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語ボラ高校講座実施委託（単価契約）支出 864,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 172,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 日本語教育ボランティア育成事例集原稿作成委託 4,596,804

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（２） 627,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（６） 665,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 910,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第１回地域の底力発展事業助成金の支出 83,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成29年度おもてなし語ボラ連携講座に係る負担金 2,780,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（１０） 1,107,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語学ボラ修了者向けイベント運営委託 6,947,350

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 「企業ボランティア推進事例集」原稿作成業務委託 4,190,400

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 「大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置事例集」原稿作成業務委託 3,639,600

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 外国人おもてなし語ボラwebの改修に係る業務委託 4,116,960

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語ボラ運営委託（29年度実施（後期）分） 18,097,560

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成金の支出 342,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 1,000,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度おもてなし語ボラ（高校連携）委託その２支払い 172,800

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 「日本語ボランティア育成・スキルアップ事例集」印刷 401,760

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成の支出 90,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第３回地域の底力発展事業助成の支出 177,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 258,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成金の支出 295,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第４回地域の底力発展事業助成金の支出 300,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（７） 4,518,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（１２） 1,763,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 外国人相談事業に係る取組状況等調査業務委託 4,989,600
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生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出（１１） 2,188,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

平成２９年度第２回地域の底力発展事業助成 1,000,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

H29在住外国人支援事業助成金の支出 4,666,000

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 企業の社員ボランティア推進事例集・概要版の印刷 295,812

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 大学ボランティアセンター設立事例集・概要版の印刷 421,740

生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 おもてなし語ボラ（区市町村（10～3月）分　支払い 16,848,662

生活文化局 都民生活部 男女平等参画課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 配偶者暴力等に関する啓発用パンフレットの印刷 572,400

生活文化局 都民生活部 男女平等参画課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 H29WebサイトTOKYOLWB等のコンテンツ作成等委託 359,640

生活文化局 都民生活部 男女平等参画課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 H29WebサイトTOKYOLWB等のコンテンツ作成等委託 232,200

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度植木の賃借（12～1月分） 38,880

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度第2回旅券申請書等の再生処理委託の支出 189,345

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 手数料レジスター消耗品等の購入 229,392

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,982

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,273

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度旅券の申請受付・交付業務委託（有楽町・池袋） 11,631,600

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 平成29年度植木の賃借に係る支出（2～3月分） 38,880

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

旅券課有楽町分室の賃借（諸経費）に係る経費の支出 5,398,641

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

旅券課有楽町分室の賃借（電気料）に係る経費の支出 525,971

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

旅券課有楽町分室の賃借(蛍光灯交換等)の経費の支出 21,643

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 平成29年度旅券申請に関する電話相談業務委託 2,429,100

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読に係る支出（池袋分室）1月分 4,037

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読に係る支出（池袋分室） 4,037

生活文化局 都民生活部 旅券課 平成30年05月17日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞の購読に係る支出（池袋分室）3月分 4,037

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月02日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

私立高等学校等就学支援金の支出について（追加支給） 561,303

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月07日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 東京都就学支援金事務システム改修等委託にかかる支出 8,164,800

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月10日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 経常費補助金算定システムの修正外技術支援委託 3,525,160

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月10日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 経常費補助金算定システムの修正外技術支援委託 3,254,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月11日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費 委託料 小中学校等就学支援実証事業費補助金ｼｽﾃﾑ開発等委託 3,672,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 使用料及賃借料 学事情報システム用機器及びファイルサーバの借入れ 242,082

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月15日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 使用料及賃借料 東京都育英資金ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ等機器の借入に係る支払 57,888

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 遊育の購入 30,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月15日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 「教育PRO」の購入 29,160

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月16日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 委託料 育英資金返還金に係る支払請求案内等業務委託の支払い 709,691
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生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月16日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 委託料 進学奨励事業返還ｼｽﾃﾑの運用等に関する技術支援委託 45,360

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月16日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 委託料 私学事務支援サイトの運用委託 3,737,664

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月16日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 委託料 東京都育英資金システムの運用等に関する技術支援委託 589,680

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月18日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度園務改善のためのＩＣＴ化支援事業の支出 12,687,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月21日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(平成30年5月14日〆29年度) 248

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月22日 一般会計 学務費 育英資金費 育英資金費 委託料 育英資金延滞債権電話督促等業務委託(単価契約)の支払 1,595,106

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月25日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度認定こども園等移行準備支援補助金の支出 868,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月25日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度幼稚園免許状取得支援事業補助金の支出 46,844

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度運動場芝生化維持管理経費補助金の支出 178,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月25日 一般会計 環境費 環境保全費 自然環境費
負担金補助及交付
金

Ｈ２９年度運動場芝生化維持管理経費補助金の支出 2,330,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月25日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度私立幼稚園等特色教育等推進補助金の支出 39,464,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度産業・理科教育施設設備整備費補助金の支出 34,130,500

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度私立幼稚園等環境整備費補助金の支出 123,459,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度安全対策促進事業費補助金の支出 1,663,946,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月29日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度認定こども園等研修支援補助金の支出 1,541,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月29日 一般会計 福祉保健費 少子社会対策費 子供家庭福祉費
負担金補助及交付
金

平成29年度認定こども園等研修支援補助金の支出 42,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月30日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成２９年度私立幼稚園預かり保育推進補助金の支出 1,082,927,000

生活文化局 私学部 私学振興課 平成30年05月31日 一般会計 学務費 私立学校振興費 助成費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都私立高等学校等就学支援金の精算支出 2,638,772

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 「東京くらしＷＥＢ」における外国語ページ等作成委託 648,000

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,715

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度消費者行政活性化交付金の支出について 3,765,656

生活文化局 消費生活部 企画調整課 平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

平成29年度消費者行政推進交付金の支出について 232,538,122

生活文化局 消費生活部 取引指導課 平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 後納払い郵便料金の支払いについて（平成30年3月分） 97

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ等補助金の支出(第43回) 6,600,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第54号) 3,902,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

公衆浴場耐震化・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化等補助金の支出(第53回) 4,000,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

29年度公衆浴場地域交流拠点事業補助金の支出(第9回) 1,101,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

29年度公衆浴場地域交流拠点事業補助金の支出(第5回) 1,743,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

29年度公衆浴場地域交流拠点事業補助金の支出(第10回) 1,835,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

29年度公衆浴場地域交流拠点事業補助金の支出(第8回) 2,427,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

健康増進型公衆浴場改築支援補助金の支出(第1回) 75,000,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

29年度公衆浴場地域交流拠点事業補助金の支出(第11回) 1,416,000

生活文化局 消費生活部 生活安全課 平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費
負担金補助及交付
金

下水道料金低減措置に伴う減収分の繰出し（下半期分及 55,741,471

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 消費者啓発員移動講座及び派遣講座講師謝礼（３月分） 112,870
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生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 報償費 学校向け移動講座講師謝礼支出（３月分） 550,149

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 ５月分  公共料金支払 102

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29年度飯田橋街頭ビジョンにおける動画広告放映委託 172,800

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29見守り人材向け出前講座実施委託(単価契約)3月分 970,220

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「ニッポン消費者新聞」の定期購読 8,640

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「ニッポン消費者新聞」の定期購読 8,640

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「公正取引」の定期購読 21,600

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 産業廃棄物（金属くず）等の取集運搬・処分委託 151,200

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月10日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 産業廃棄物（金属くず）等の取集運搬・処分委託 35,596

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度インターネット接続の利用(3月分) 16,416

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度インターネット接続の利用(3月分) 21,870

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29消費生活ｾﾝﾀｰ電話取次と土曜日警備業務委託3月分 343,116

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 H29年度若者向け啓発動画制作及び広告業務委託 3,510,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月14日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 H29年度若者向け啓発動画制作及び広告業務委託 2,473,200

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度若者悪質商法被害防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ交通広告委託 4,482,000

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「日本消費経済新聞」の定期購読 8,400

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月24日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 役務費 平成29年度インターネット接続の利用(3月分)その2 3,564

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 需用費 一般需用費 「繊維製品消費科学」の定期購読 16,020

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 Ｈ29年度三者通話サービス業務委託(単価契約)(その３) 34,084

生活文化局
消費生活総合セン
ター

活動推進課 平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 消費生活対策費 委託料 走査型電子顕微鏡の点検委託 308,059

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（３月分） 575,640

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（３月分） 403,272

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（３月分） 378,432

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 東京都計量検定所建物管理委託（３月分） 265,680

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ５月分  公共料金支払 16,424

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 役務費 ５月分  公共料金支払 959

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 委託料 深川検査場機械警備機器の移動等作業委託 69,120

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 ETC利用料金に係る経費の資金前渡（３月分） 5,180

生活文化局 計量検定所 管理指導課 平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 計量検定所費 使用料及賃借料 ETC利用料金に係る経費の資金前渡（３月分） 8,770

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 Wi-Fi設備光回線利用料金の支出（平成30年３月分） 19,440

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 Wi-Fi設備光回線利用料金の支出（平成30年３月分） 3,216

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月01日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,077

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月02日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 使用料及賃借料 図書管理システムの機器等の賃借・保守（3月分） 72,403

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 役務費 平成29年度LWB啓発冊子の配送 294,840
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生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 全力応援プログラム及パパママサミット運営等業務委託 4,282,313

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月07日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 働く女性全力応援プログラム運営等業務委託の契約変更 3,599,640

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 東京ウィメンズプラザ視聴覚室会議用テーブルの購入 1,049,760

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣に伴う経費の支出（事業6,9,11） 145,641

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月08日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 需用費 一般需用費 配偶者暴力防止等民間活動助成事業　募集案内等印刷 69,951

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月09日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 工事請負費 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ（29）ﾋﾞﾃﾞｵ編集室機器撤去工事 279,720

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出（2910) 554,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月11日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣の報償費（事業番号1,2,3,4,11） 323,556

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度男性のための悩み相談業務委託 142,884

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月15日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 29年度男性のための悩み相談業務委託 48,600

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29アドバイザー（事業番号5-③,12,13-②③,15,16-②） 229,867

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 委託料 電動式移動書架保守点検委託 158,112

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月16日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2907) 112,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2906） 101,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月18日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2908) 244,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣の報償費（事業番号5-②,7-①②） 66,806

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

DV防止等民間活動助成事業助成金　追給額の支出(2902) 500,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月21日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

DV防止等民間活動助成事業助成金　追給額の支出(2902) 277,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月22日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業　追及額の支出(2909) 277,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣の報償費(7-③,10) 93,563

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月23日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費 報償費 29年度ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣の報償費(5-①,8,13-①,16-①) 107,764

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2903) 1,000,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2903) 554,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業　追給額の支出(2901) 500,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月25日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業　追給額の支出(2901) 284,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2904) 1,000,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2904) 554,000

生活文化局 都民生活部
東京ウィメンズプラ
ザ

平成30年05月28日 一般会計 生活文化費 生活文化費 都民生活費
負担金補助及交付
金

ＤＶ防止等民間活動助成事業助成金の支出(2905) 1,000,000

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月08日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 図書(法令読解の基礎知識外58冊) 249,772

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月08日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 図書(不動産関係訴訟外62冊)の購入 260,017

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月08日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 図書(法令入門　法令の体系とその仕組み外43冊)の購入 205,031

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月08日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 需用費 一般需用費 図書(六法全書)の購入 13,500

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月08日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 委員会費 需用費 一般需用費 図書(六法全書)の購入 94,500

収用委員会事務局 総務課 平成30年05月16日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 委託料 収用委員会事務局業務サポートシステムのプログラム 578,880
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収用委員会事務局 総務課 平成30年05月24日 一般会計 諸支出金 収用委員会費 管理費 委託料 収用委員会事務局業務サポートシステム運用支援業務 1,188,000

議会局 管理部 経理課 平成30年05月01日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度携帯電話料金の継続支払について(3月分) 14,740

議会局 管理部 経理課 平成30年05月01日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 役務費 平成29年度自動車電話料金の継続支払(3月分) 23,878

議会局 管理部 経理課 平成30年05月10日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード分)に係る経費(3月分) 35,500

議会局 管理部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 議会費 都議会費 事務局費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成30年3月確認分） 972

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 「地域と人権（全国版）」外２点の購入 84,600

教育庁 総務部 教育政策課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費ｼｽﾃﾑ対象旅費の支出について(平成30年3月分)② 464

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 73,656

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,706

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 920

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「ＪＴＢ時刻表」外６点の買入れ 58,744

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分旅費の支出（システム処理分） 50,806

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年３月分旅費の支出（システム処理分） 6,310

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度立水元小合学園緊急地震速報システムの借入れ 3,618

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度青山特別支援学校緊急地震速報システム借入れ 3,024

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 町田の丘学園（仮設校舎）緊急地震速報ｼｽﾃﾑ借入れ 3,348

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 城東特別支援学校緊急地震速報システムの借入れ 10,314

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 29年度緊急地震速報システムの借入れ 442,680

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 ネットワークカメラ外２点の借入れに係る経費の支出 43,686

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 災害時等緊急連絡ｼｽﾃﾑにおけるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の使用 120,934

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入れに係る支出 11,880

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入れに係る支出 23,760

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度小中学校事務共同実施支援事業補助金の支出 21,564,581

教育庁 総務部 総務課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度小中学校事務共同実施支援事業補助金の支出 3,402,000

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 224,208

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,130

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 委託料 教育人口等推計プログラムの作成委託 16,205,670

教育庁 総務部 教育情報課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 調査広報費 委託料 H29東京都教育モニターアンケート等実施及び募集委託 648,000

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費　３月分の支出について 11,506

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 行政訴訟費 旅費 特別旅費 平成２９年度　近接地内旅費　３月分の支出について 1,924

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費　３月分の支出について 26,516

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度　近接地内旅費　３月分の支出について 3,781

教育庁 総務部 法務監察課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度　近接地内旅費　３月分の支出について 632

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 商業高校用ネットワークサーバーの借入れ（継続支払） 2,563,920
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 小笠原高等学校(29)空調設備その他改修工事 47,097,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 納入通知書兼領収証書外２点の印刷 135,280

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立篠崎高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 15,487,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立城東高等学校仮設校舎等の借入れ（継続支払） 14,579,676

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 災害対策用ろ水器の保守点検委託（平成9・10年度） 3,849,141

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 416,448

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託(中部支所) 290,088

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託(中部支所) 290,088

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 葛飾野高校外12校(29)自家用電気工作物保安管理委託 226,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎附属中学外16校(29)自家用電気工作物保安管理委託 606,312

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日野高校外14校(29)自家用電気工作物保安管理業務委託 318,924

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 就学支援金支給手続のお知らせ（7月申請）外2点の印刷 1,753,031

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託（東部支所）高校分 699,408

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 災害対策用ろ水器の保守点検委託（平成8・11年度） 2,272,644

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 非常用自家発電機の保守点検委託 1,645,315

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム　３月分） 46,656

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内外旅費の支出（庶務事務システム　３月分） 98,430

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立神代高等学校仮設変電設備等の借入れ（継続支払） 844,236

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 使用料及賃借料 都立神代高等学校仮設変電設備等の借入れ（継続支払） 1,944,986

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校等就学支援金の支出（過年度分） 2,700

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 供託金支払（大森高校(29)武道場天井改修その他工事） 12,247,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（中央） 50,417

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 大江戸高校(29)特別教室空調設備改修工事監理業務 3,146,040

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 小笠原高校(29)空調設備その他改修工事監理業務 2,161,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 赤羽商業高等学校外30校（29）空調設備定期点検委託 2,773,828

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 五日市高等学校外29校(29)空調設備定期点検委託 3,025,416

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立浅草高校外10校(29)空調設備定期点検委託 572,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立高等学校11校(29)空調設備定期点検委託 583,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 鷺宮高校(29)空調設備改修工事(その2)監理業務 900,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（北） 23,166

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 1,556,037

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 387,880

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 895,050
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教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 2,030

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立山崎高等学校ほか1校(29)校庭改修その他工事 69,042,828

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 国際高校(29)環境整備工事 149,744,240

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 成瀬高校ほか2校(29)プール設備他改修工事実施設計 2,354,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 桜町高校（29）校庭改修その他工事（その３） 106,172,080

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 片倉高校(29)校庭改修その他工事 70,483,920

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 調布北高等学校(29)校庭改修その他工事 76,580,640

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立東高等学校ほか１校(29)環境整備工事 11,626,122

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約代金の支出（南） 18,185

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 八王子東高校(29)プールろ過設備改修工事 7,196,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 武蔵野北高校外4校増築検討調査委託(市部) 2,376,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 向丘高校外13校増築検討調査委託（区部） 5,896,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（現金支給分　３月） 6,869

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌「切抜き速報教育版外2点」の購入代金の支出 12,821

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 使用料及賃借料 プリンターの借入れ（東京都立三田高等学校外１９校） 950,400

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 複写サービスに係る契約(教育庁神楽坂庁舎)(追加契約) 21,651

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成29年度　チケットによるタクシー料金の支払い 5,282

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 桜修館中等ほか1校(29)武道場天井他改修工事実施設計 1,917,600

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 科学技術高校(29)プールろ過設備改修(その2)監理業務 1,009,800

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 大泉高校・附属中学校検査対応等業務委託 2,527,200

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 小笠原高校（28）環境整備工事（その2）監理業務 3,746,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 労働者派遣（平成29年度給付型奨学金等申請処理） 18,338,055

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（庶務事務システム分　３月 終） 1,216

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成２９年度学校管理システム改修業務委託 1,080,000

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校等就学支援金の支出（過年度） 128,700

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 科学技術高校(29)プールろ過設備改修工事(その2) 12,234,780

教育庁 都立学校教育部 高等学校教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度島外生徒受入事業補助金の支出について 1,416,000

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 雑誌「日経アーキテクチュア外１件」の購入 46,600

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 土木工事積算システムの支援(単価改正対応)データ作成 172,800

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム４月処理分） 20,334

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム４月処理分） 32,378

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム４月処理分） 325,098

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム４月処理分） 59,000

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（旅費システム４月処理分） 508
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教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 役務費 建設副産物情報交換システムの利用に係るデータ受信 32,400

教育庁 都立学校教育部 営繕課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（旅費システム４月再処理分） 12,491

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 病弱教育支援員用タブレット機器の借入れ(3月分) 351,781

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 病弱教育支援員用タブレット機器の借入れ(3月分) 103,979

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 あきる野学園増築に係る基本計画作成業務 3,240,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾野高校外12校(29)自家用電気工作物保安管理委託 223,199

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務（中部支所）特支分 111,132

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務（中部支所）特支分 111,132

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 白鴎附属中学外16校(29)自家用電気工作物保安管理委託 41,688

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 日野高校外14校(29)自家用電気工作物保安管理業務 89,208

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 29年度　特別支援教育就学奨励費ソフト運用支援委託 1,447,200

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ（都立城北特別支援学校） 47,196

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(八王子盲外10校3分教室) 406,674

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入（小平特支外７校１分教室） 284,526

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(鹿本学園外9校2分教室) 361,044

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(大塚ろう外７校１分教室) 284,526

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理機器の借入れに係る支払(城東特別支援学校) 37,476

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務（東部支所）特支分 268,488

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 小学校特別支援教室実践事例集の印刷 582,552

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 中学校特別支援教室理解啓発リーフレットの印刷 298,080

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 看護師募集の新聞折込求人広告記事等の作成掲載委託 594,972

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 災害対策用ろ水器の保守点検委託 1,582,372

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 非常用自家発電機の保守点検委託 525,420

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 29小学校特別支援教室における心理士等の巡回 13,158,041

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 学校介護職員任用前研修「事前説明」に係る報償費支払 965,768

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(水元小合学園) 37,908

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(町田の丘学園山崎校舎) 17,172

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤管理用機器及びソフトの借入れ(都立志村学園) 36,099

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(都立文京盲外6校) 243,054

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入(久我山青光外6校1分教室) 250,182

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 出勤カードシステムの借入れ(都立永福学園外1校) 86,670

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 外部専門家管理システムの要件定義支援委託 864,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度非常災害用備蓄食糧の購入(東部) 5,351,358

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度非常災害用備蓄食糧の購入(西部①) 10,890,171
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教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度非常災害用備蓄食糧の購入(西部②) 6,167,417

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立山崎高等学校ほか1校（29）校庭改修その他工事 4,501,932

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立東学校ほか1校（29）環境整備工事 5,342,598

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 備品購入費 都立特別支援学校非常災害用ポータブル発電機の買入れ 3,016,224

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立聴覚障害特別支援学校向けｼｽﾃﾑ運用保守等委託 16,832,365

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

専門性向上事業実施に係る条件整備補助金の支出 948,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29小学校特別支援教室補助金の支払い 225,293,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 高校における教育課程外の特別な指導・支援委託(東部) 25,597,755

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 高校における教育課程外の特別な指導・支援委託(西部) 21,271,140

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 学事事務ｼｽﾃﾑ用特定個人情報ﾌｧｲﾙの作成・登録支援委託 45,506,880

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立特別支援学校学事事務システムの運用保守等委託 23,902,560

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 学事事務ｼｽﾃﾑの給付型奨学金事務導入に係る開発等委託 36,924,876

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立特別支援学校学事事務ｼｽﾃﾑの改修等業務委託 9,990,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 車体ラッピング用フィルムの印刷 3,132,000

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 障害のある児童・生徒数の推計結果の分析・検証委託 3,161,268

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 プリンターの保守・点検委託 52,704

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 録音データの反訳(単価契約)(２)に係る継続支払 50,760

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度分旅費の支出について（４月確認分） 45,479

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度分旅費の支出について（４月確認分） 13,627

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 旅費 普通旅費 平成２９年度分旅費の支出について（４月確認分） 35,143

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 出勤カードリーダーの移設作業 400,356

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（３０年３月紙処理分） 2,268

教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度分旅費の支出について（４月確認分） 2,184

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 需用費 一般需用費 定期購読図書「人事院月報」の購入（概算契約） 1,054

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する追加契約(神楽坂庁舎)(単価契約) 680

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（講師） 1,774

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金の支出 445,499

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金の支出 51,165

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金の支出 69,285

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 使用料及賃借料 平成２９年度チケットによるタクシー利用料金の支出 3,808

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認分） 330

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認分） 5,122

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認分） 3,563

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（4月確認分） 1,068
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教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 3,849,512

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 4,164,507

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 18,892

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 6,799,411

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 534,383

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 12,286

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 73,897

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 43,684

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 4,879,700

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 205

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 2,303

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 65,249

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 143,546

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 42,768

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 78,497

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 7,763,930

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 12,329,051

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 12,080

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 3,842,711

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 27,223

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 1,128

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 909

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 59,762

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 121,183

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 1,681,496

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 58,129

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 89,013

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 256,142

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 4,060

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 288,973

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 212,660

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 20,675

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 1,356

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 8,981
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教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 18,938

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 2,866

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 78,298

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 834

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 183,206

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 18,417

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 1,863

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 505

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 2,505

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 3,011

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 ５月分  教育庁旅費システム（嘱託員） 71,842

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

28年度区市町村立学校臨時書金賃金等交付金追加支出 1,764

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

28年度区市町村立臨時職員賃金等交付金追加支出 38

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(5月確認分) 1,028

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(5月確認分) 2,354

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村立学校臨時職員賃金等交付金の支出 45,922,021

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度区市町村立学校臨時職員賃金等交付金の支出 23,017,799

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 8,011

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 10,542

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 1,154

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 3,700

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 1,832

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 157,531

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 1,730

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 9,068

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 422

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 33,261

教育庁 人事部 人事計画課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 ５月分  教育庁旅費システム 308

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 委託料 再任用・非常勤教員採用選考に係る電算処理委託 2,879,790

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 委託料 教員採用選考電算処理システムのプログラム修正(２) 1,998,000

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 委託料 平成３０年度教員採用候補者選考実施要綱等の作成委託 2,045,520

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（4月確認分） 15,736

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 平成29年度旅費の支出について（4月確認分） 1,601

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 特別旅費 平成29年度旅費の支出について（4月確認分） 560
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教育庁 人事部 選考課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 報償費 30教員採用候補者選考説明会（3月都庁会場）講師謝礼 33,910

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 普通旅費 平成２９年度旅費の支出について（５月確認分） 2,337

教育庁 人事部 選考課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費
負担金補助及交付
金

平成29年度免許法認定通信教育の受講費用補助金交付 745,500

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 供花の購入（単価契約） 16,200

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成３０年３月分） 66,540

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 特別旅費 例月旅費の支出（平成３０年３月分） 1,836

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 証書入れの購入 894,240

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（神楽坂庁舎）3月分 14,462

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 報償費 学校リーダー育成講座契約に係る外部有識者への謝金 12,032

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 委託料 ﾒｰﾙｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄｳｪｱ保守委託（年間ｻﾎﾟｰﾄ） 64,800

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 人材バンク事業に伴う業務委託（情報収集管理業務） 4,419,360

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 人材バンク事業に伴う業務委託（スポーツ専門指導者） 406,296

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 教職員任免費 旅費 普通旅費 例月旅費の支出（平成３０年度３月分） 3,925

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費
負担金補助及交付
金

平成２９年度免許法認定通信教育に係る受講費用補助 9,781,200

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費
負担金補助及交付
金

平成２９年度免許法認定通信教育に係る受講費用補助 588,500

教育庁 人事部 職員課 平成30年05月31日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

学校マネジメント強化モデル事業補助金の精算等 114,040

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 免許及選考費 旅費 特別旅費 一般職非常勤職員の近接地内旅行(旅費ｼｽﾃﾑ外)の支出 1,638

教育庁 人事部 人事給与情報課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 需用費 一般需用費 雑誌「日経ＳＹＳＴＥＭＳ」外２点の購入 52,500

教育庁 人事部 勤労課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（平成30年4月分　旅費システム） 4,350

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料金の支払い 35,604

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 退職費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料金の支払い 21,887

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分例月分旅費の支出について 2,028

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費 旅費 特別旅費 平成３０年３月分例月分旅費の支出について 695

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分例月分旅費の支出について 1,914

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分例月分旅費の支出について 5,235

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分例月分旅費の支出について 8,823

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 福利厚生費 厚生費
負担金補助及交付
金

公立学校共済組合役職員公的負担額の支出（追給分） 143,239

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（不適合処理分） 330

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（不適合処理分） 598

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年3月分例月旅費の支出（不適合処理分） 174

教育庁 福利厚生部 福利厚生課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 委託料 教職員住宅の消防用設備等点検委託（平成29年度） 3,348,000

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 退職手当及年金費 恩給費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成３０年１月分）の支出について 1,924

教育庁 福利厚生部 給付貸付課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成３０年１月分）の支出について 1,636

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 電子計算事務費 委託料 外国人英語等教育補助員外2件の報酬電算処理委託 1,793,742
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教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度　親子情報モラル教室実施業務委託③ 4,795,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 親子情報モラル教室実施業務委託① 5,940,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成２９年度成績処理ファイル等の改修業務委託 13,824,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「東京都道徳教育教材集」の印刷 32,291,778

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29発達障害生徒におけるICT機器活用事例調査委託 7,892,598

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「小学校教職課程学生ハンドブック」の印刷 2,021,760

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進支援事業業務委託 25,515,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「研究開発委員会(小学校)指導資料集」外３点の印刷 777,600

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 「Good Coach 賞」表彰式に係る看板等の運搬 91,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 情報教育推進校実践事例集の印刷 2,518,776

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 学務費 私立学校振興費 管理費 需用費 一般需用費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学習読本及び学習ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの印刷 7,838,985

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学習読本及び学習ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの印刷 17,939,319

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度学校非公式サイト等の検索・監視に係る業務 3,596,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 安全教育プログラムの印刷 6,259,680

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度「アクティブプランto2020」実践事例集印刷 1,598,065

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 教育研究員研究報告書（幼・小学校版）外６点の印刷 1,652,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 就学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑ改訂版ﾘｰﾌﾚｯﾄ及びﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの印刷 2,320,488

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「ＳＮＳ東京ノート」外１点の印刷（市町村） 6,307,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「ＳＮＳ東京ノート」外１点の印刷（２３区） 9,064,386

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度都立学校非常災害用備蓄飲料水の買入れ 5,612,997

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度一貫した教育課程の研究事業検討委員会謝金 85,306

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 東京ジュニア科学塾（第８回）講師謝金の支出 42,741

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 知的障害発達に課題のある児童生徒の指導法研究委員会 80,459

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 病院内教育における自立活動の在り方検討委員会謝金 71,735

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H30都教育委員会｢啓発資料(くらしと環境)｣HP作成委託 258,120

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 役務費 労働者派遣（秘書業務）の支出について 271,350

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 雑誌(「同和教育」外18点)の購入(概算契約)(継続支払) 113,706

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度チケットによるタクシー料金の支払(3月分) 902,708

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 併せ有する児童生徒への指導内容等充実検討委員会謝金 85,306

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 H29教育課程研究指定校事業に係る委託料の支出 730,808

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 知的探究イノベータ―事業に係る教材（仮称）の印刷 622,080

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 主権者教育リーフレットの印刷 443,664

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「東京グローバル人材育成計画’20」の印刷 539,460

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 録音テープの反訳（単価契約）に係る支出 77,760
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教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「民主主義教育」リーフレットの印刷 741,312

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ｢東京ﾍﾞｰｼｯｸﾄﾞﾘﾙ｣ｻﾎﾟｰﾄ版の印刷 1,620,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 421,161

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 18,030

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 38,759

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 130,241

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 複写サービス契約(単価契約)(29年4月～30年3月)の支出 182,373

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 外国語教員海外派遣研修技術審査委員会委員謝礼 63,495

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 安全対策推進事業に係る位置探索機器の支払い 470,824

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「江戸から東京へ」教科書の印刷 7,172,172

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 指導資料「東京リ・スタディ」の印刷 1,348,920

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ボランティア活動推進のための手引（仮称）の印刷 1,071,900

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 教材「東京のビジネス」の印刷 1,334,880

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 英語等指導助手の報酬（５月例月・当日執行） 200

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度都立学校ICT支援業務委託 1,576,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 都立学校ICTパイロット校（高等学校）ソフトウェア 650,052

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末借入れ（その２） 468,720

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末の借入れ 322,920

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度ICTパイロット校事業（中等）ソフトウェア 526,608

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度ICTパイロット校（高校）ソフトウェア借入 564,435

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度都立学校ICTパイロット校学習用プリンター 65,664

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 英語等指導助手用PC端末の借入れ（その3） 178,524

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ディスプレイ等の借入れ 317,520

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 パーソナルコンピューターの借入れ（H28） 82,944

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度「人権教育研究推進事業」に係る支出 874,050

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「東京都教職課程カリキュラムについて」の印刷 884,952

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 H29道徳教育推進拠点校研究報告書( 終報告)の印刷 513,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度多言語学習の拡充に係る語学指導業務委託 341,810

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 英語等指導助手の29年度特別旅費に係る支出について 7,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度JET青年の住居管理等業務委託（単価契約） 232,675

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度JET青年住居管理等業務委託（単価契約）(2) 257,796

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 平成29年度都立学校ICTパイロット校（中等教育学校） 1,697,949

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 児童・生徒のインターネット利用状況調査実施業務委託 5,346,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 TOKYO GLOBAL GATEWAY事業協定作成支援等業務委託 882,066
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教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 東京都統一体力テストに係る調査票外５点の印刷 3,536,654

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

関係機関と連携した総合的ﾓﾃﾞﾙ事業SSW配置経費補助金 21,503,566

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度今後の健康教育に関する講演会講師謝金 8,351

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 東京ポータル国際教育ウェブページ運用・管理業務委託 7,521,120

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 日本の伝統芸能鑑賞教室（雅楽）の実施に係る業務委託 32,916,838

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度日本の伝統芸能鑑賞教室の実施業務委託 12,949,200

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「人権教育プログラム（学校教育編）」の印刷 7,732,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育ｳｪﾌﾞｻｲﾄ運用業務委託 50,252,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数アカデミー校評価委員等に係る委員謝金 154,037

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 H29児童生徒学力向上調査の問題作成部会委員謝金 190,488

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 第3回東京都特別支援学校ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ展実行委員会謝金 247,295

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度都立高等学校等におけるオンライン英会話 13,433,931

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 防災教育教材「新防災ノート『災害と安全』」編集委託 5,378,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション校評価委員等に係る委員謝金 443,402

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

29年度東京都理科観察実験支援事業補助金の支出 41,611,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度中学生の職場体験発表会講師謝金 61,867

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 「学力向上データバンク」事業における問題作成委託 12,074,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度理数研究ラボ（通年）実施に係る業務委託 7,997,400

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 英語学習用映像コンテンツの制作及び管理運用業務委託 28,929,435

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 関係機関連携不登校児童・生徒支援ﾓﾃﾞﾙ事業委託金 27,293,320

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度東京都理数教育振興本部に係る委員謝金 136,395

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 ｱｾｽﾒﾝﾄの使用方法DVD(中学校版)制作委託 1,927,709

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 高校教科用点字図書制作委託(1学期)(単価契約)支出 2,378,120

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 高校教科用点字図書制作委託(1学期)(単価契約)支出 2,260,380

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 高校教科用点字図書制作委託(1学期)(単価契約)支出 2,565,140

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 高校教科用点字図書制作委託(1学期)(単価契約)支出 2,431,160

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

教育支援センター機能強化モデル事業補助金の支出 41,347,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 英語教材の印刷 43,479,678

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費
負担金補助及交付
金

「英語村(仮称)」事業施設改修補助(平成29年度分) 40,500,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌（手をつなぐ）の購入 4,100

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年雑誌（幼児教育じほう）の購入 4,800

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 37,703

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 330

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 1,903

248 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞（統一日報）の購入 9,600

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 クリアフォルダー（新体力テスト)の買入れ 5,373,459

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 発達障害のある生徒等に対するICT機器活用事例集印刷 760,320

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 子供の体力向上推進優秀校賞状・額の梱包及び配送 237,870

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 高校教科用点字図書制作委託(後期)(単価契約)支出 19,090,300

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 ボランティアプログラムの原稿作成委託 7,884,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 62,801

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成30年3月分指導部地内旅費（庶務事務システム対象 18,299

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 平成29年度都立高等学校等防災用品の買入れ（その2） 2,815,560

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 平成29年度外国語教育強化地域拠点事業に係る委託料 1,266,984

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月31日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 使用料及賃借料 ICTパイロット校オンライン個別学習用ソフトウェア 960,000

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月31日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 外国人英語等教育補助員の人材情報収集業務委託 6,744,600

教育庁 指導部 管理課 平成30年05月31日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 入学者選抜における英語４技能測定調査委託(その２) 3,218,400

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 ５月分  公共料金支払 554

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度就労支援アドバイザーの業務に係る支出 13,572

教育庁 指導部 特別支援教育指導課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 平成２９年度就労支援アドバイザーの業務に係る支出 734

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 区部ユースプラザ整備等事業サービス購入料1～3月分 207,559,251

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 「小金井（サクラ）」の管理用プレート作成等委託 540,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 「旧江戸城を歩いてみませんか」等の印刷 988,200

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 14,597

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 146,295

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 90,612

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 31,709

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 32,372

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費(4月支給分）の支出について【システム利用者】 8,574

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（３月分） 12,067

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（３月分） 15,077

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（３月分） 24,236

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 使用料及賃借料 平成29年度タクシーチケット利用料の支出（３月分） 54,540

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 録音テープの反訳委託に要する経費の支出について 70,200

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 「旧前田家本邸パネル展」用パネルの作成 156,600

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

震災復興に伴う埋蔵文化財発掘調査員派遣補助金の支出 584,102

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 「東京の文化財」の印刷に要する経費の支出 757,512

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 多摩地域ユース・プラザ運営等事業サービス購入料支出 96,444,313
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教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 区部ユース社会教育事業委託料支払　１～３月分 2,882,736

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 多摩ユース29社会教育事業委託料支払　1～3月 2,300,181

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

29年度東京都文化財保存事業費補助金の支出（その14） 82,503,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都文化財保存事業費補助金の支出(随伴) 48,092,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費 中国語・韓国語翻訳等業務に係る経費の支出について 816,480

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

29年度東京都文化財保存事業費補助金の支出（その15） 32,637,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

29年度東京都文化財保存事業費補助金の支出（その15） 54,500,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度文化財関係事務処理特例交付金の支出 754,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料 平成29年度映像による民俗文化財記録作成委託 388,800

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 施設整備費
社会教育施設整備
費

負担金補助及交付
金

既存棟の修繕等工事に伴う設計の実施に係る負担金支出 21,384,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費 一般需用費 東京都近代化遺産（建造物等）総合調査報告書の印刷 842,400

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 普通旅費 旅費(５月支給分）の支出について【システム利用者】 365

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費 特別旅費 旅費(５月支給分）の支出について【システム利用者】 588

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報償費 平成29年度文化財管理公開謝礼の支出（第６回） 45,400

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度都文化財保存事業費補助金(国指定)の支出 315,798,000

教育庁 地域教育支援部 管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費
負担金補助及交付
金

平成29年度都文化財保存事業費補助金(国指定)の支出 341,598,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,713

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(渋谷区) 1,028,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（国立市） 151,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（国立市） 38,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 21,442,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 13,390,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費
小中学校施設指導
調査費

旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 8,184

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 1,839

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 2,600

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 7,321

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 390

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(30年4月登録分、不適合除外後) 9,888

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度八王子市立第五中学校夜間学級運営費 1,300,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校施設非構造部材耐震化支援 119,777,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

H29都コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 7,067,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

H29地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業費補助金支出 5,988,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(狛江市) 341,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 123,313,000
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教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度校内LAN整備工事支援事業補助金の支出 2,020,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度校内LAN整備工事支援事業補助金の支出 5,296,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校施設非構造部材耐震化支援 64,207,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(世田谷区) 4,397,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(世田谷区) 920,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 冷房化事業推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度公立学校施設冷房化支援事業補助金の支出 89,674,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都通学路防犯設備整備補助金の支出 104,157,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(中央区) 70,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(日野市) 361,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(羽村市) 124,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（瑞穂町） 4,881,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（瑞穂町） 957,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（町田市　工事） 31,664,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

公立幼稚園運動場芝生化維持管理経費補助金(江東区) 122,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(東久留米市) 601,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(東久留米市) 605,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（西東京市） 1,987,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（三宅村　工事） 101,271,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(立川市) 52,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（目黒区　工事） 5,936,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金（立川市） 948,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金交付決定（杉並区　工事） 2,322,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 236,052,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

新しい学校づくり重点支援事業（杉並区外4区市町） 6,863,492

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

新しい学校づくり重点支援事業（杉並区外4区市町） 63,983,316

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(練馬区) 16,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 平成29年度校庭芝生化に関する定期的技術支援業務委託 2,413,800

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 平成29年度校庭芝生化に関する技術支援業務委託 2,268,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 平成29年度芝生出前委託（単価契約）（２） 3,948,566

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 平成29年度校庭芝生化に関する技術支援業務委託 1,599,210

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(杉並区) 1,566,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(板橋区) 317,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(板橋区) 129,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（小金井市） 1,293,000
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教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（小金井市） 729,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(武蔵野市) 88,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（昭島市　設計） 864,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金()墨田区 399,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(江東区) 2,993,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(府中市) 1,381,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（武蔵村山市） 1,208,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(東大和市) 734,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（三鷹市） 2,049,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金（三鷹市） 434,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金(江東区) 40,098,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（昭島市　工事） 10,807,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都通学路防犯設備整備補助金の支出 60,525,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育管理費 冷房化事業推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度公立学校施設冷房化支援事業補助金の支出 7,625,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（町田市　設計） 3,747,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（墨田区） 1,620,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（調布市　工事） 16,069,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校施設非構造部材耐震化支援 23,152,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育管理費 冷房化事業推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度公立学校施設冷房化支援事業補助金の支出 236,576,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 委託料 ICT機器を活用したモデル事業支援業務委託 6,357,960

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 ICT機器を活用したモデル事業支援業務委託 3,178,980

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理補助金（調布市） 1,130,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

新しい学校づくり事業（世田谷区外2区１市 ） 24,900,295

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 雑誌「健康教室」の購入 12,580

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

運動場芝生化維持管理経費補助金(荒川区) 843,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

公立幼稚園運動場芝生化維持管理経費補助金(荒川区) 104,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金(大田区) 1,596,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金（北区　屋上緑化） 14,040,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金(江戸川区　屋上緑化) 5,200,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金(江戸川区　屋上緑化) 5,200,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金(江戸川区　屋上緑化) 10,400,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

緑の学び舎づくり事業補助金(江戸川区　屋上緑化) 5,200,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 4,677,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都公立学校防犯設備整備補助金の支出 14,870,000
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教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（30年5月登録分（29年度分）） 308

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 委託料 公立小中学校における学校徴収金業務に係る調査研究 4,860,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金（熊本地震） 80,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度校内LAN整備工事支援事業補助金の支出 137,545,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度校内LAN整備工事支援事業補助金の支出 34,227,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育管理費
防災対策事業推進
費

負担金補助及交付
金

平成29年度学校施設トイレ整備支援事業補助金の支出 240,940,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都通学路防犯設備整備補助金の支出 4,155,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 新聞「日本歯科新聞」の購入 19,440

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金(東日本)幼児 3,832,000

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費
負担金補助及交付
金

東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金(東日本)小中 10,494,211

教育庁 地域教育支援部 義務教育課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費
負担金補助及交付
金

東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金(東日本)小中 11,948,789

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 「第10期東京都生涯学習審議会　中間のまとめ」の印刷 576,180

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 H29聴覚障害者教養講座(昼・夜）要約筆記(単価契約） 193,600

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 H29聴覚障害者教養講座(昼・夜の部）手話通訳 193,600

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（３月分）の支出について 54,737

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（３月分）の支出について 447,296

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（「李刊　教育法」外10点の購入） 30,841

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 中退者等への「学び直し」支援事業委託（東部） 8,999,955

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 中退者等への「学び直し」支援事業委託（中部） 8,998,128

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 中退者等への「学び直し」支援事業委託（西部） 9,000,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 H29聴覚障害者教養講座要約筆記者の支払（単価契約） 300,800

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 役務費 H29聴覚障害者教養講座要約筆記者の支払（単価契約） 294,400

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 29乳幼児期ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ/ｳｪﾌﾞｻｲﾄﾎｽﾃｨﾝｸﾞ､保守等作業委託 242,730

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

H29学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進協議会事業費補助金の支出 88,405,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

Ｈ29土曜日の教育支援体制等構築事業費補助金の支出 7,310,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

放課後子供教室一体型推進設備整備費補助金精算額支出 22,823,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

29年度家庭教育支援基盤形成事業費補助金の支払 1,229,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

平成29年度放課後子供教室推進事業費補助金の支出 349,175,000

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 委託料 生涯学習情報ＨＰのコンテンツ改修に伴う作業委託 363,312

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 乳幼児ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｳｪﾌﾞｻｲﾄ「教えて先生」執筆謝礼の支払 134,812

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 普通旅費 近接地内旅費（平成２９年度３月分）の支出について 1,498

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 旅費 特別旅費 近接地内旅費（平成２９年度３月分）の支出について 165

教育庁 地域教育支援部 生涯学習課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費
負担金補助及交付
金

平成２９年度社会教育関係団体に対する補助金の支出 2,952,114

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（３月確認分・不適合除外分） 8,316
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教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出（３月確認分・不適合除外分） 9,493

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 歯鏡の購入 6,110,640

教育庁 都立学校教育部 学校健康推進課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 旅費 普通旅費 近接地内旅費の支出(4月確認・システム処理不可能分) 1,810

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ運用ｻﾎﾟｰﾄ業務委託 1,310,931

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年４月支給分） 87,818

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年４月支給分） 7,781

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出について（平成３０年４月支給分） 5,347

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年４月支給分） 8,133

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（平成３０年４月支給分） 507

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 5,076

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 27,063

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 42,250

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 13,136

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 1,181

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

役務費 ５月分  公共料金支払 1,270

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

工事請負費 東京都立中央図書館　光電式煙感知器外交換工事 202,608

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

需用費 一般需用費 東京都立中央図書館ロールフィルター巻き上げ機の修繕 408,434

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

使用料及賃借料 自動体外式除細動器（AED)の借入れ（長期継続契約） 19,018

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出（平成３０年５月支給・平成２９年度分） 1,579

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

旅費 普通旅費 旅費の支出（平成３０年５月支給・平成２９年度分） 1,168

教育庁 中央図書館管理部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 社会教育費
社会教育施設管理
費

委託料 都立図書館来館者の利用実態・満足度調査委託 1,559,600

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 使用料及賃借料 チケットによるタクシー料金の支払について 98,036

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,326

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 需用費 一般需用費 「雑誌の購入」の支出について（継続支払） 2,057

教育庁 多摩教育事務所 管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「雑誌の購入」の支出について（継続支払） 4,493

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 管内町村立小学校教職員の帰住旅費等の支出 143,763

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年05月10日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 神津島（須ヶ原）住宅格納ベッド改修工事 840,294

教育庁 教育庁大島出張所 平成30年05月10日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 需用費 一般需用費 神津島（須ヶ原）住宅吊戸棚修繕 281,880

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年05月10日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 東京都教職員三宅（坊田）住宅ゴミ置場改修工事 721,440

教育庁 教育庁三宅出張所 平成30年05月18日 一般会計 教育費 福利厚生費 住宅管理費 工事請負費 東京都教職員三宅（大里）202号室住宅床改修工事 918,745

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 平成29年度帰住旅費の支出 87,528

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 小学校管理費 旅費 特別旅費 平成２９年度赴任旅費の支出 205,497

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 出張所費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（３月分） 1,591

教育庁 教育庁八丈出張所 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費（３月分） 74
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教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成２９年度教育研究普及事業研究奨励費の支出 17,600,000

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

自己啓発支援制度支援金の支出（３０年４月） 42,350

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,134

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,862

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代リーダー育成道場ウェブページ運用管理業務委託 61,884

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 旅費 特別旅費 次世代リーダー育成道場事前研修等に係る参加旅費 112,585

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 都公立学校教員必修研修「実施の手引」外８点の印刷 5,596,290

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託（短歌契約）に係る支出 52,180

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託（短歌契約）に係る支出 9,504

教育庁
東京都教職員研修
センター

総務課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 委託料 次世代リーダー育成道場に係る効果検証業務委託 162,000

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 テーブル外７点の買入れ 577,260

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 報償費 平成２９年事業評価委員会委員謝礼金の支出について 114,388

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 新聞の買入れ 10,029

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の買入れ 12,111

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の買入れ 14,700

教育庁
東京都教育相談セ
ンター

平成30年05月23日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導施設管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞の買入れ 12,111

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 971

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 学校案内英語版の印刷 89,640

教育庁
白鴎高等学校附属
中学校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 案内板外4点の買入れ 116,100

教育庁
武蔵高等学校附属
中学校

平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 卒業証書の筆耕委託 29,030

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 手指消毒剤外４４点の購入 2,160

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 手指消毒剤外４４点の購入 88,689

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月14日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ガスバーナー外５点の購入 51,300

教育庁
富士高等学校附属
中学校

平成30年05月18日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 ベスト外１２点の購入 115,668

教育庁
大泉高等学校附属
中学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 平成29年度外部指導員の謝礼の支出（男子バスケ部） 4,847

教育庁 一橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 33,702

教育庁 一橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,780

教育庁 一橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 18

教育庁 一橋高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス契約代金の継続支払 9,720

教育庁 日比谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616
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教育庁 日比谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 670

教育庁 三田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 三田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 283

教育庁 三田高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス料の支出について 9,720

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,721

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金受給者への支出 114,676

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高校定時制夜食費補助金の支出(第5回) 27,660

教育庁 大崎高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高校定時制教科書補助金の支出(第4回) 14,171

教育庁 八潮高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 八潮高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定処理委託 321,840

教育庁 八潮高等学校 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度報償費に係る所得税の支出について 1,899

教育庁 小山台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 小山台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 515

教育庁 小山台高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度　被災生徒支援給付金の支出について 142,185

教育庁 雪谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 雪谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 603

教育庁 雪谷高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年度赴任旅費の支出(交通費・旅行雑費) 51,149

教育庁 雪谷高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制教科用図書補助金交付決定に伴う支出 24,687

教育庁 雪谷高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

定時制夜食費補助金交付決定に伴う支出(３学期申請分) 49,860

教育庁 大森高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 367

教育庁 田園調布高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 田園調布高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,146

教育庁 蒲田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,983

教育庁 蒲田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 399

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 777

教育庁
つばさ総合高等学
校

平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度給付型奨学金の戻入額超過に伴う支出 3,900

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自転車安全利用推進連絡協議委員報償費支払 9,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自転車安全利用推進連絡協議委員報償費支払 6,000

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士への報償費支出について 115,700

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 特別支援教育心理士への報償費支出について 31,020

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,162

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,181
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教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度　夜食費補助金の支出について（3学期） 58,260

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度　教科用図書補助金の支出について(3学期) 60,253

教育庁 六郷工科高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 缶バッチセット外27点の購入 257,580

教育庁 六本木高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 六本木高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校定時制課程夜食費補助金の支出 12,000

教育庁 六本木高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校定時制課程教科用図書補助金の支出 2,670

教育庁 六本木高等学校 平成30年05月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 12

教育庁 美原高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 284

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 26,659

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 クリーニング 36,828

教育庁 大田桜台高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング 367,761

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「医師への道」外89点の購入 91,810

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「医師への道」外89点の購入 197,070

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 938

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 点訳コーディネーターの報償費の支出 1,312,900

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路情報システムの利用 129,600

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度　修学旅行における支援員の報償費の支払い 72,970

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度高等学校被災生徒支援給付金支払(2-3月分) 2,176

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞外1点の購読 26,811

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成29年度TM運営連絡協議会謝礼の支出 3,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 平成２９年度　TMミーティング報償費の支出 9,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 点訳コーディネーターの報償費の支出 393,600

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 点訳コーディネーター報償費の支出について 352,200

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路情報システムの利用 54,000

教育庁 戸山高等学校 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インク外1点の購入 134,352

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 478

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出について 222,645

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ピアノの調律 69,120

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 顕微鏡レンズ磨き 91,389

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテン外４点のクリーニング 107,050

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテン外４点のクリーニング 27,280

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ガスヒートポンプ室内機分解洗浄委託 98,604
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教育庁 駒場高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 印刷機保守委託 172,800

教育庁 駒場高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書等の筆耕 86,573

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ウイルス対策ソフトのライセンス契約 86,400

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 模試試験分析システムの利用契約 54,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導用システム利用契約 54,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 16,200

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 21,060

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 361

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 進学指導対策業務委託 288,000

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続業務委託の継続支払いについて 36,936

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読　その1 10,029

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読　その２ 12,111

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読　その3 21,213

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞購読　その4 26,811

教育庁 目黒高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入(概算契約)　1～3月分 67,144

教育庁 新宿高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 新宿高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 38

教育庁 新宿高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 232

教育庁 新宿高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 赴任に伴う旅費の支出について 49,153

教育庁 青山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 青山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 315

教育庁 青山高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 需用費 一般需用費 入学者選抜学力検査問題及び解答用紙の印刷 745,470

教育庁 青山高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部英語検定試験（スピーキング）に係る検定料の支出 476,960

教育庁 青山高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部英語検定試験受験実施に係る検定料の支出 777,600

教育庁 青山高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 役務費 外部英語検定試験受験検定料の支払に係る振込手数料 864

教育庁 広尾高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 広尾高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 237

教育庁 松原高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 593

教育庁 松原高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

H29都立高校定時制・通信制教科用図書補助金の支出 14,474

教育庁 松原高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

H29都立高校定時制（夜間）課程夜食費補助金の支出 21,540

教育庁 桜町高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,207

教育庁 桜町高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　定時制課程教科用図書補助金の支出 11,676

教育庁 桜町高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成２９年度 定時制課程夜食費補助金の支出 28,140

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888
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教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 486

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テントウエイト外１９点の購入 214,164

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 テントウエイト外１９点の購入 64,886

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 テントウエイト外１９点の購入 20,520

教育庁 千歳丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌購入（概算契約）の支出について 23,453

教育庁 深沢高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 深沢高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 660

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,447

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 校内ネットワークユーザーアカウント更新処理委託 286,200

教育庁 世田谷泉高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 パソコン実習室点検委託 280,800

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
世田谷総合高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 588

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 890

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 通信制学習のしおり外1件の印刷 112,536

教育庁 新宿山吹高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 定時制学校生活のしおり外2点の印刷 122,580

教育庁 芦花高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 芦花高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 141

教育庁 芦花高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出について 2,520

教育庁 第一商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 第一商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,880

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,327

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度電気料金の支出について（３月分） 1,051,825

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）・１～３月 66,884

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１紙の購入　11～３月分 35,355

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外1点の洗濯（単価契約）・１～３月分 3,251

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校生活の手引き外の印刷 159,840

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 電動発電機点検委託 241,920

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャーリングマシン点検委託 140,400

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 木工加工機等の点検委託 260,496

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ショベルローダー特定自主検査点検委託 347,004

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ガス溶接機点検委託 159,840

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 バックホウ特定自主検査委託 222,804
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教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 旋盤の修繕 374,436

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 フォークリフト特定自主検査委託 277,020

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 レーザー加工機点検委託 326,160

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの買入れ 261,014

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 98,301

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 10,152

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 機密文書処理委託 22,680

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

高等学校等被災生徒支援給付金の支出 290

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マシニングセンタの修繕 292,140

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬 51,106

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 全熱交換機の修繕 357,480

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 145,048

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子外９点の買入れ 330,592

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 溶接棒外１点の買入れ 63,504

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 木材の買入れ 107,978

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 塩化カルシウム外２点の買入れ 104,490

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 バイシクルツールキット外28点の買入れ 185,695

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 証書フォルダ外15点の買入れ 342,844

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 食器外３点の買入れ 145,141

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 プロジェクターの設置 162,000

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 進路情報システムの買入れ 64,800

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 照明器具の借り入れ 41,040

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 照明器具の借り入れ 28,080

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ワゴン外17点の買入れ 169,322

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 庁有車の修繕 109,843

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 シュレッダーの修繕 107,352

教育庁 総合工科高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテンの洗濯 31,838

教育庁 園芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 561

教育庁 園芸高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高校定時制教科用図書補助金支出 4,866

教育庁 園芸高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都高校定時制課程夜食補助金の支出 22,980

教育庁 国際高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 377

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スイッチングHUBの購入 92,340

教育庁 総合芸術高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 石膏像の購入 40,824
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教育庁 総合芸術高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 プリンター外6点の購入 292,010

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 245

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 進路ガイトブックの印刷 296,838

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機用マスターの買入れ 75,600

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハードディスクの修理 140,400

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球フェンス外６点の修理 200,664

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 混合土の買入れ 142,560

教育庁 鷺宮高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出 102,087

教育庁 富士高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 335

教育庁 富士高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路情報システム(FINE SYSTEM)の利用 129,600

教育庁 富士高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 クエン酸外１８点の購入 56,710

教育庁 富士高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 クエン酸外１８点の購入 28,000

教育庁 富士高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 記録計外１３点の購入 237,913

教育庁 富士高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定等委託 399,600

教育庁 富士高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 除草等委託 248,400

教育庁 富士高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定委託 399,600

教育庁 富士高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ポールケース外４点の購入 28,296

教育庁 富士高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ポールケース外４点の購入 73,386

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 284

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 61,560

教育庁 武蔵丘高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 32,400

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度赴任旅費の支出について 187,322

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 237

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 進路指導室等の清掃委託 64,800

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 電話交換機設定変更委託 38,556

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度教科用図書補助金の支出について 145,986

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度夜食費補助金の支出について 42,060

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 LAN配線作業の委託 153,360

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集処分委託 119,016

教育庁 荻窪高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集処分委託 79,920

教育庁 西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 54
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教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 186

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路情報ソフトウェアの利用契約 129,600

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木剪定 356,688

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（朝日新聞、産経新聞）の購読 21,213

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（読売新聞）の購読 12,111

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（毎日新聞、東京新聞）の購読 22,140

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞（日本経済新聞）の購読 14,700

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 20,479

教育庁 豊多摩高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の購入 25,524

教育庁 杉並高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 杉並高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 415

教育庁 杉並高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25

教育庁 石神井高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 石神井高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 237

教育庁 石神井高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 調査書用封筒印刷 77,760

教育庁 石神井高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテン及び保健室物品の洗濯 219,628

教育庁 石神井高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテン及び保健室物品の洗濯 11,988

教育庁 井草高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 153

教育庁 大泉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 354

教育庁 大泉高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 普通旅費 異動内示による事務連絡に伴う旅費の支出 16,872

教育庁 練馬高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 167

教育庁 練馬高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ワープロソフトのライセンス購入 1,944

教育庁 練馬高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 ワープロソフトのライセンス購入 147,744

教育庁 練馬高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 6,964

教育庁 光丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用下水道料金の支出（3月分） 41,537

教育庁 光丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 光丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 256

教育庁 田柄高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 田柄高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,608

教育庁 杉並総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 269

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 大泉桜高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,025

教育庁 第四商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 31,104
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教育庁 第四商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 238

教育庁 第四商業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 1,600

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,727

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 床清掃委託 164,095

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング 220,663

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 物品運搬委託 120,960

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 トイレ特別清掃 315,360

教育庁 稔ヶ丘高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 LANケーブル配線及びフィルターの交換 298,620

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 270

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット回線接続サービス代金・１０月～３月分 22,032

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器外２点の購入代金 105,732

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 コンタクトレンズ洗浄保存液外２３点の購入代金 60,544

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カップ充填機の修理代金 398,844

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 長々胴太鼓外７点の購入代金 395,520

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ゴールポスト外１点の購入代金 253,800

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペダル外３点の購入代金 65,920

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃液処理実習装置点検代金 275,724

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 液体クロマトグラフ装置の修理代金 135,786

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 マット外３点の購入代金 109,296

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ペティナイフ外２点の購入代金 54,540

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ドリル研磨機外４７点の購入代金 269,006

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 錠前外２点の購入代金 54,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 生徒用机外３点の購入代金 295,920

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 換気扇外９点の購入代金 250,959

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ロッカー扉の修理代金 197,640

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 鉄板外３点の購入代金 98,506

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 トナーカートリッジ外８点の購入代金 322,995

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 穴あけパンチ外８点の購入代金 107,490

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 試薬外９点の購入代金 70,394

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 両袖机外５点の購入代金 343,116

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 映像投影機外６点の購入代金 330,804

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃棄物収集運搬・処分委託代金・３月分 28,328
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教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃棄物収集運搬・処分委託代金・３月分 7,517

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 溶解炉の修理代金 190,998

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャーリングマシン点検委託代金 135,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ＣＮＣ旋盤点検委託代金 182,520

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 フライス盤点検委託代金 81,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 旋盤点検委託代金 270,000

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 カーテンの購入代金 375,948

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 カーテン外１点の購入代金 30,240

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校定時制教科用図書補助金支給(２回目) 20,153

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 「マイライフデザイン」校内研修実施に伴う講師謝礼 13,400

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校定時制課程夜食費補助金支給（3回目） 66,300

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校定時制課程夜食費補助金支給（4回目） 1,560

教育庁 中野工業高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校定時制課程教科用図書補助金支給3回目 7,165

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 杉並工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 216

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 456

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテン外の洗濯 161,946

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 カーテン外の洗濯 9,385

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分の委託 86,400

教育庁 練馬工業高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分の委託 256,500

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 212

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 194,400

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 201,528

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 生産品検査委託 97,200

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制(夜間)課程教科用図書補助金の支出について 25,600

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

定時制(夜間)課程夜食費補助金(第３学期分) 47,580

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 カーテンクリーニング委託 205,925

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内の印刷 293,760

教育庁 農芸高等学校 平成30年05月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＨＥＰＡフィルター外１点の購入 329,400

教育庁 竹早高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 竹早高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 258

教育庁 竹早高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購入 14,700
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教育庁 向丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 32

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 155

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 特別教室カーテンのクリーニングについて 124,750

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度被災生徒支援金給付の支出について 24,990

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおりの印刷 135,432

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクの購入 36,072

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 華道用品の購入 57,963

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 包丁の研磨について 20

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書外３件の筆耕について 96,822

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 １学年教室カーテンクリーニングについて 111,780

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 給湯器の購入 73,000

教育庁 向丘高等学校 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の購入 227,500

教育庁 豊島高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 256

教育庁 豊島高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等被災生徒支援給付金 26,821

教育庁 文京高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 文京高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 430

教育庁 文京高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 赴任旅費の支出について 51,024

教育庁 北園高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 北園高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 535

教育庁 北園高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金(第５回)の支出 172,888

教育庁 北園高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度工業用下水道料金の支出（３月分） 54,010

教育庁 北園高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 学校案内(英語版)の印刷 109,728

教育庁 板橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 板橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 439

教育庁 板橋高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出について 8,330

教育庁 大山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

教育庁 大山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 350

教育庁 高島高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の支出 4,400

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 129

教育庁 飛鳥高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高等学校定時制教科用図書補助金の支出 7,710

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,298

教育庁 桐ヶ丘高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 20,068

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 400
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教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 定期健康診断（定時制）臨時医師等謝礼金の支出 26,859

教育庁 板橋有徳高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 140,311

教育庁 王子総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,298

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 赤羽商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 185

教育庁 千早高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,078

教育庁 千早高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,668

教育庁 千早高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度被災生徒支援給付金の支給について 263,702

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,616

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,903

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

29定時制夜食費補助金の支出（第３回） 440,220

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29定時制教科用図書補助金の支出（第3回） 409,047

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29定時制教科用図書補助金の支出（第3回の２） 5,465

教育庁 工芸高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 　卒業証書授与式におけるピアノ伴奏者への謝礼 9,339

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
北豊島工業高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 241

教育庁 日本橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 日本橋高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 531

教育庁 白鴎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 白鴎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,694

教育庁 白鴎高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内英語版の印刷 89,640

教育庁 白鴎高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 案内板の買入れ 230,040

教育庁 忍岡高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,274

教育庁 上野高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,940

教育庁 上野高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 491

教育庁 竹台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

教育庁 竹台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 363

教育庁 足立高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 手指消毒剤外34点購入 129,184

教育庁 足立高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,076

教育庁 足立高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,688

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 入学のしおり外1点印刷 90,180

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物(粗大ごみ)収集運搬及び処分委託 102,924

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物(粗大ごみ)収集運搬及び処分委託 124,200

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 DVD「札幌オリンピック」外7点購入 50,640
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教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「横浜SF」外購入 96,506

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外8点の選択 7,344

教育庁 足立高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 白衣外8点の選択 10,368

教育庁 足立高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等給付型奨学金の支出 750,000

教育庁 足立高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度給付型奨学金振込手数料の支出及び精算 4,644

教育庁 江北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 319

教育庁 江北高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立学校等被災生徒支援給付金 4,078

教育庁 淵江高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 265

教育庁 淵江高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出（第5回） 4,829

教育庁 足立西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 146

教育庁 足立東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 足立東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 303

教育庁 足立東高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 楽器の修繕 54,562

教育庁 青井高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 239

教育庁 青井高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支払（3月分） 34,106

教育庁 足立新田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 416

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 139

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度 被災生徒給付金の支払いについて（第5回） 91,595

教育庁 晴海総合高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 29産業医の報酬の支出（1月分） 1,706

教育庁 浅草高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 浅草高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 990

教育庁 浅草高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 アダプター外１３点の購入 251,586

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,291

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

定時制課程夜食費補助金の支出 2,880

教育庁 荒川商業高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の継続支払について（３月分） 28,166

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校定時制教科用図書補助金 3,945

教育庁 蔵前工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,190

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度　定時制夜食費補助金の支出について 20,280

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 314

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 柔道畳の購入 385,560

教育庁 荒川工業高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 机外24件の購入 393,043

教育庁 足立工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 足立工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 250

教育庁 両国高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 352
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教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット電気通信サービス料金の支出について 7,776

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 206

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 生徒学力診断システムの利用契約 64,800

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続契約 29,808

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 インターネット接続契約 9,720

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物（廃液・廃薬品）収集運搬及び処分委託 21,600

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（廃液・廃薬品）収集運搬及び処分委託 26,676

教育庁 墨田川高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出について 52,455

教育庁 本所高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,650

教育庁 本所高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度　被災生徒支援給付金の支出について 5,328

教育庁 葛飾野高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 310

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 南葛飾高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,521

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用水道料金の支出 12,197

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 380

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 自主学習支援事業講師謝礼 8,144

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 オリンピック・パラリンピアン教育講演会謝礼 24,064

教育庁 紅葉川高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出 47,206

教育庁 深川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 181

教育庁 深川高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　工業用下水道料金の支出（３月分） 64,411

教育庁 東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 309

教育庁 東高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ契約料金の継続支払 11,016

教育庁 東高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 78,083

教育庁 城東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度光回線料金の継続支払について　（3月分） 3,888

教育庁 城東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 348

教育庁 城東高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度被災生徒支援給付金の支出（第５回） 170,638

教育庁 小松川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 497

教育庁 小松川高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用水道料金の支出について 49,831

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞料金改定に伴う契約変更について 1,955

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 743

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 戸車外９点の購入 67,014
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教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程夜食費補助金の支出について 39,780

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程教科用図書補助金の支出について 17,940

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程教科用図書補助金の支出について 5,915

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 スライディングボード外２１点の購入 126,424

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 スライディングボード外２１点の購入 65,124

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スライディングボード外２１点の購入 14,580

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 需用費 一般需用費 スライディングボード外２１点の購入 11,340

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月22日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍「オリンピック教育」外２６点の購入 31,839

教育庁 江戸川高等学校 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「オリンピック教育」外２６点の購入 25,194

教育庁 小岩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 小岩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,498

教育庁 葛西南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 部活動指導員に対する報償費の支出（柔道部３月分） 17,240

教育庁 葛西南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,693

教育庁 葛西南高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制教科用図書補助金の支出 11,164

教育庁 葛西南高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 インターンシップまとめの手引きの印刷 113,400

教育庁 篠崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 249

教育庁 大江戸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 大江戸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 大江戸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 302

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 394

教育庁 葛飾総合高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービス料金の継続支払いについて 7,776

教育庁 葛飾商業高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の継続支払（3月分） 42,897

教育庁 江東商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 213

教育庁 江東商業高等学校 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼(華道部)3月分 221

教育庁 第三商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 下水道(工業用）料金の支出（３月分） 36,849

教育庁 第三商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 第三商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 第三商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,669

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 平成29年度光回線使用料の支出について 3,888

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,111

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程教科用図書補助金の支出について 6,545

教育庁 墨田工業高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支出 33,901

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

教育庁 葛西工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,500
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教育庁 科学技術高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 58

教育庁 科学技術高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 533

教育庁 科学技術高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度工業用下水道料金の支払い　３月分 35,294

教育庁 農産高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制課程夜食費補助金の交付について 2,520

教育庁 農産高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 農産高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 農産高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 367

教育庁 農産高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃薬品等の収集運搬処分委託 240,170

教育庁 農産高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 廃薬品等の収集運搬処分委託 27,000

教育庁 農産高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 不明薬品の収集運搬分析処分委託 162,000

教育庁 農産高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 不明薬品の収集運搬分析処分委託 27,000

教育庁 農産高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金の支出について（工業用下水道3月分） 55,987

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 503

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導支援ツールの提供(Kei-Navi) 27,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービスの提供 19,440

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 メール配信サービスの提供 19,440

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導支援ツールの提供(FINE SYSTEM) 27,000

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土外4点の買入 240,926

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読 26,424

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（読売新聞） 12,111

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（毎日新聞・産経新聞） 21,213

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（朝日新聞外３点） 36,840

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購読（朝日新聞外３点） 2,994

教育庁 富士森高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 平成29年度産業医い対する報償費所得税の資金前渡 1,706

教育庁 片倉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカーの買入れ 71,280

教育庁 片倉高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 513

教育庁 片倉高等学校 平成30年05月28日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 廃棄蛍光灯等処分委託 79,488

教育庁 八王子東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 八王子東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 501

教育庁 八王子東高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度電気料金の継続支払い（3月分） 735,390

教育庁 八王子北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 八王子北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 110

教育庁 八王子北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 239
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教育庁 松が谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 松が谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,448

教育庁 日野高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 日野高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,892

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 387

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路支援システムの使用許諾契約 86,400

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットの接続料（３月分） 6,480

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 消防設備保守点検委託 59,400

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外2点の購読（1～3月分） 31,242

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外2点の購読（1～3月分） 12,111

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞外1点の購読（1～3月分） 12,111

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞外1点の購読（1～3月分） 2,340

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読（概算契約）（3月分） 17,668

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外1点の購読（1～3月分） 26,811

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 151,200

教育庁 日野台高等学校 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約） 243,000

教育庁 南平高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 南平高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 453

教育庁 南平高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 104,636

教育庁 町田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外6点の購入 95,544

教育庁 町田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成30年度　第一学年シラバス外２点の印刷 64,260

教育庁 町田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍等の購入 111,313

教育庁 町田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 町田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,758

教育庁 町田高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 29年度進路指導用分析システム(FINE-SYSTEM)の借入 86,400

教育庁 町田高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 壁面清掃委託 152,856

教育庁 町田高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ダブルクリップ外29点の購入 147,719

教育庁 町田高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立学校定時制課程夜食費補助金の支出 51,240

教育庁 町田高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立学校定時制課程教科用図書補助金の支出 35,250

教育庁 野津田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 野津田高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,500

教育庁 成瀬高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,631

教育庁 小川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,686

教育庁 山崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888
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教育庁 山崎高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,225

教育庁 翔陽高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,228

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の継続支払いについて 575,318

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 部活動指導員謝礼の継続支払（テニス部・３月分） 12,408

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 日本語指導外部人材活用事業に係る謝金の継続支払 110,898

教育庁
八王子拓真高等学
校

平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 報償費 短期市民講師派遣に伴う謝礼金 14,100

教育庁 町田総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 町田総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,461

教育庁 町田総合高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 85,530

教育庁 町田工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 町田工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,615

教育庁 町田工業高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベルト外23点の買入れ 97,966

教育庁 町田工業高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ベルト外23点の買入れ 75,136

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 連絡用メール配信システム提供業務 14,040

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日新聞外１点の買入れ 21,213

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 木工機器点検委託 297,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 可傾式ガス溶解炉外1点点検委託 188,460

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 旋盤外１件点検委託 289,440

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 万能製図台点検委託 334,800

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 椅子用記載台の買入れ 272,160

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 54,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 155,520

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 汚泥収集運搬・処分委託（単価契約） 54,000

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 汚泥収集運搬・処分委託（単価契約） 17,971

教育庁
八王子桑志高等学
校

平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 シャーリングマシン外２件点検委託 318,600

教育庁 立川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 立川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 290

教育庁 立川高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度教科用図書補助金の支出（第三学期申請） 17,036

教育庁 立川高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度夜食費補助金の支出(第三学期申請)(追加分) 900

教育庁 砂川高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,787

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 朝日新聞外４点の購入 58,053

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞の購入 10,029
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教育庁 昭和高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の購入 12,111

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校保健ニュースの購入 3,807

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 4,753

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導ソフト（ファインシステム）の利用契約 86,400

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 進路指導ソフト（ケイ・ナビ）の利用契約 54,000

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダー契約 19,440

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（３月分） 25,011

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支払について 504,524

教育庁 昭和高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット回線利用料 3,888

教育庁 拝島高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,141

教育庁 拝島高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ゴム印の購入 75,103

教育庁 拝島高等学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 平成29年度都立学校開放事業運営委員会委員謝礼の支払 1,600

教育庁 東大和高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 535

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 武蔵村山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 153

教育庁 東大和南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 200

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの購入 162,000

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 机の購入 346,680

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,843

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 黒土外１点の購入 83,160

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の買入れについて 22,308

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 西多摩新聞買入れ代金 2,466

教育庁 多摩高等学校 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネット接続サービスの支払いについて 20,736

教育庁 福生高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,097

教育庁 秋留台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 公共料金(電気料金)の支払い 3月分 565,130

教育庁 秋留台高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 469

教育庁 秋留台高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入 16,238

教育庁 羽村高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,159

教育庁 羽村高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 64,800

教育庁 羽村高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 118,800

教育庁 五日市高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 学習指導用インターネット接続サービス委託 20,736

教育庁 五日市高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 西の風新聞の購入 4,800

教育庁 五日市高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 産業廃棄物収集運搬・処分委託 64,800

教育庁 五日市高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託 108,000
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教育庁 五日市高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度定時制(夜間)課程夜食費補助金の支出 35,820

教育庁 五日市高等学校 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

高等学校定時制・通信制課程教科用図書補助金の支出 11,960

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成２９年度定時制（夜間）課程夜食費補助金 64,140

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,353

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,374

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,819

教育庁 青梅総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 18,288

教育庁 上水高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 628

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,860

教育庁 多摩工業高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成２９年度　電気料金の支払について（３月分） 905,109

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校修学指導事業補助金の交付について 5,000

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

29年度都立高校夜食費補助金の交付について 12,480

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度高等学校教科用図書補助金の交付について 10,683

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 860

教育庁 瑞穂農芸高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ 81,648

教育庁 武蔵高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 283

教育庁 武蔵高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入(その4) 26,811

教育庁 武蔵高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 卒業証書の筆耕委託 47,416

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 樹木選定委託 299,052

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 382

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球ネットの修理 261,576

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ペンライト外の買入 96,082

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 197,640

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 194,400

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 学校保健室管理ソフトウェア使用許諾契約 147,490

教育庁 武蔵野北高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 椅子外の買入 295,025

教育庁 小金井北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 小金井北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 114

教育庁 保谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 保谷高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 601

教育庁 保谷高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災者支援給付金の支出 9,269
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教育庁 久留米西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,720

教育庁 久留米西高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 土の購入 143,640

教育庁 田無高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成２９年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 2,490

教育庁 小平高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 小平高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 419

教育庁 小平高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出について（第５回） 7,530

教育庁 小平西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,903

教育庁 東村山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 東村山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,129

教育庁 国分寺高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 国分寺高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 324

教育庁 国分寺高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 報償費 理数イノベーション事業講師謝礼金の支払い 65,800

教育庁 清瀬高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 清瀬高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 672

教育庁 清瀬高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金(第5回分)の支出 10,570

教育庁 小平南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8

教育庁 東村山西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,022

教育庁 東村山西高等学校 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成30年度被災生徒支援給付金の支出（第5回） 3,080

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 450

教育庁
東久留米総合高等
学校

平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成30年度定期異動に伴う赴任旅費（29年度予算分） 43,156

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 162

教育庁
小金井工業高等学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

東京都立高等学校定時制課程教科用図書補助金の支出 8,370

教育庁 田無工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 336

教育庁 神代高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,832

教育庁 神代高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 621

教育庁 神代高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

定時制課程教科用図書補助金の支出について 32,848

教育庁 調布北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 調布北高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 298

教育庁 調布北高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の交付について(第5回） 21,316

教育庁 調布南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 調布南高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 311

教育庁 調布南高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 産業医に対する報償費の継続支払（３月分　所得税） 1,232

教育庁 狛江高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888
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教育庁 府中高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 府中高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 114

教育庁 府中高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購読　１～３月分 14,700

教育庁 府中高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支出 3,367

教育庁 府中東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 府中東高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,597

教育庁 府中東高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

被災生徒支援給付金の支出について 4,519

教育庁 府中西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 府中西高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 549

教育庁 国立高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 国立高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 302

教育庁 国立高等学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出（第5回） 56,703

教育庁 永山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 永山高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 782

教育庁 永山高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ユーフォニアム外1点の修繕 84,840

教育庁 永山高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 防球ネット外5点の修繕 118,800

教育庁 永山高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 防球ネット外5点の修繕 14,256

教育庁 永山高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスコンロの買入れ 51,775

教育庁 永山高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ガスコンロの買入れ 29,700

教育庁 永山高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラミネーター外9点の買入れ 57,073

教育庁 永山高等学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電気掃除機の買入れ 71,280

教育庁 永山高等学校 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ソフトウェアの買入れ 205,200

教育庁 若葉総合高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 931

教育庁 第五商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度都立高等学校定時制課程教科用図書補助金 16,000

教育庁 第五商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 第五商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 第五商業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 75

教育庁 第五商業高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出について 3,077

教育庁 府中工業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 503

教育庁 府中工業高等学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金 1,840

教育庁 農業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高校定時制夜食費補助金支出 2,820

教育庁 農業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 農業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 農業高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,104
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教育庁 農業高等学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高校定時制教科用図書補助金支出 3,033

教育庁 大島高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,756

教育庁 大島高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 特定建築物定期点検委託 249,480

教育庁 大島高等学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費
負担金補助及交付
金

２９年度都立高等学校定時制課程夜食費補助金の支出 34,320

教育庁 大島高等学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

２９年度定時制教科書補助金の支出について 16,733

教育庁 新島高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 248

教育庁 新島高等学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度帰住旅費の確定払いについて 6,444

教育庁 神津高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,405

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 52,605

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,757

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 71,200

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 701

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度印刷機保守点検委託 199,800

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 印刷機インク外1点の購入 296,676

教育庁
大島海洋国際高等
学校

平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度水道料金の払い込みについて 1,038,909

教育庁 三宅高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 製茶機改修工事 846,072

教育庁 三宅高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 光熱水費 水道料金の支出（３月分） 45,576

教育庁 三宅高等学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 旅費 特別旅費 帰住旅費の支出（臨時的任用教諭） 12,093

教育庁 八丈高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 工事請負費 都立八丈高等学校プログラムチャイム改修工事 1,398,600

教育庁 八丈高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 765

教育庁 八丈高等学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度被災生徒支援給付金の支出（第５回） 14,757

教育庁 小笠原高等学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,143

教育庁 小笠原高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 剣道用防具の買入れ 826,200

教育庁 小笠原高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 剣道用防具の買入れ 5,400

教育庁 小笠原高等学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立小笠原高等学校（29）建築物定期点検業務委託 993,600

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,351

教育庁
桜修館中等教育学
校

平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ＣＤラジオ外11点の購入 128,196

教育庁
小石川中等教育学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 29

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立鹿本学園外2校(29)空調設備 運転点検保守委託 908,766

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立水元小合学園外1校(29)空調設備 定期点検保守委託 310,608

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外2校 昇降機設備定期点検保守委託 393,660

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外2校 昇降機設備定期点検保守委託 197,640
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蔵前工業高等学校　建物清掃委託 3月分 447,304

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校(29)空調設備定期点検保守委託 488,187

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立荒川商業高等学校　建物清掃委託 3月 530,010

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立新田高校外6校 印刷機等保守委託　10-3月分 459,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立新田高校外6校 印刷機等保守委託　10-3月分 209,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立矢口特別支援学校　校舎清掃業務委託　３月分 33,339

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 東京都立工芸高等学校設備等管理保全業務委託 1,873,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 高校保健ニュース外13件の買入れ 25,710

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 高校保健ニュース外13件の買入れ 8,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 高校保健ニュース外13件の買入れ 302,370

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 高校保健ニュース外13件の買入れ 167,940

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 高校保健ニュース外13件の買入れ 33,150

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 83,700

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 232,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 43,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外20校　雨水槽清掃業務委託 216,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立忍岡高等学校外５校　便所排水管等清掃委託 710,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立向丘高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 412,371

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立農産高等学校　温室設備定期点検保守委託 538,920

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立科学技術高等学校　建物清掃委託　３月分 1,131,084

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新宿山吹高等学校　建物清掃委託　３月分 473,675

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 淵江高校外1校 壁面緑化維持管理委託　3月分 54,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 業務用冷凍冷蔵庫外58件の買入れ 1,339,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 業務用冷凍冷蔵庫外58件の買入れ 2,415,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 業務用冷凍冷蔵庫外58件の買入れ 1,004,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 業務用冷凍冷蔵庫外58件の買入れ 24,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立蔵前工業高等学校（東29）照明設備改修工事その２ 4,826,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 220,104

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 204,444

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 39,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 575,316

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 1,369,656

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 テーブル外37件の買入れ 1,558,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立墨田特別支援学校(東29) プール吐出口補修工事 2,592,000
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（立石コース）3月分 1,244,376

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（堀切コース）3月分 1,135,620

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元特別支援学校（六木コース）3月分 1,458,540

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（砂町コース）3月分 1,008,072

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（勝どきコース）3月分 1,045,872

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（千石コース）3月分 1,058,076

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（豊洲コース）3月分 1,108,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城東特別支援学校（中央コース）3月分 1,422,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 淵江高校外4校 芝生保護管理委託(単価) 3月 814,887

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 124,232

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 54,318

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 41,294

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 両国高等学校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 11,567

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）３月 92,537

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）３月 35,070

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）３月 45,331

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 青山高校外6校　廃棄物収集・処分（単価）３月 13,452

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 一橋高等学校外2校　廃棄物収集・処分（単価）３月 75,384

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一橋高等学校外2校　廃棄物収集・処分（単価）３月 43,632

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）３月 128,529

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）３月 55,226

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）３月 66,357

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立高等学校外11校　廃棄物収集・処分（単価）３月 13,737

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）３月 147,144

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）３月 72,644

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）３月 86,081

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立深川高校外10校　廃棄物収集・処分（単価）３月 14,855

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 66,576

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 47,628

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 18,018

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 新宿山吹高校外5校　廃棄物収集・処分（単価）３月 5,573

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 日比谷高校外16校古紙収集運搬委託(単価契約) 1-3月分 23,004

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 日比谷高校外16校古紙収集運搬委託(単価契約) 1-3月分 2,289

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日本橋高校外4校 芝生保護管理委託(単価) 3月分 968,197
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)3月分 400,430

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(27)3月分 99,138

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（羽田コース）3月分 929,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（多摩川コース）3月分 658,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（五反田コース）3月分 625,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（第一京浜コース）3月分 685,152

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（矢口コース）3月分 776,952

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（田園調布コース）3月分 695,952

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（第二京浜コース）3月分 829,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（環七コース）3月分 784,296

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（大森コース）3月分 898,614

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（中原コース）3月分 886,032

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大森高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 391,392

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立一橋高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 474,336

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立葛飾盲学校外6校 消防用設備等保守点検委託 636,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立文京盲学校外6校 消防用設備等保守点検委託 525,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立本所高等学校外1校(29)空調設備遠方管理保守委託 178,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立本所高等学校外1校(29)空調設備遠方管理保守委託 599,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾盲学校外4校 屋上緑化維持管理委託　3月 212,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 三田高等学校外7校 屋上緑化維持管理委託　3月 233,633

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立高校外4校 屋上緑化維持管理委託　3月 112,163

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立墨田工業高等学校　建物清掃委託 3月分 430,164

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立墨田川高等学校　建物清掃委託 3月 368,085

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立上野高等学校　建物清掃委託　３月分 816,663

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外3校 非常通報装置保守点検1-3月 23,085

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外3校 非常通報装置保守点検1-3月 7,695

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外3校 非常通報装置保守点検1-3月 7,695

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立忍岡高等学校　建物清掃委託　３月分 381,564

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立特別支援学校外9校　非常通報装置保守点検1-3月 72,900

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校外34校構内電話交換設備保守点検委託 217,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校外34校構内電話交換設備保守点検委託 69,660

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立西高等学校外8校 空調機ﾌｨﾙﾀｰ等清掃(その2)1-3月 57,154

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立西高等学校外8校 空調機ﾌｨﾙﾀｰ等清掃(その2)1-3月 35,575

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立江北高等学校外3校 樹木剪定及び除草・草刈委託 442,341
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立江北高等学校外3校 樹木剪定及び除草・草刈委託 127,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立江北高等学校外3校 樹木剪定及び除草・草刈委託 378,837

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 両国附属中学外33校　腸内細菌検査（単価）1～3月分 86,562

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 両国附属中学外33校　腸内細菌検査（単価）1～3月分 2,268

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校(中央コース)　3月分 526,824

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校（南コース）3月分 611,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校（東コース）　3月分 611,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（目黒コース）　3月分 950,832

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平和島コース）　3月分 628,538

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（品川コース）3月分 627,048

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（渋谷コース）3月分 878,580

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立港特別支援学校（大田コース）　3月分 627,048

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（碑文谷コース）　3月分 630,504

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（海岸コース）　3月分 626,486

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（旗の台コース）　3月分 626,486

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（東山コース）3月分 790,344

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（大森コース）３月分 628,538

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（平塚橋コース）　3月分 602,305

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（晴海コース）3月分 874,584

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（亀戸コース）　3月分 957,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（東陽コース）3月分 870,264

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（辰巳コース）3月分 701,784

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（浅草コース）3月分 727,704

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（台東コース）3月分 884,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（墨田コース）3月分 640,332

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（両国コース）3月分 912,724

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（森下コース）3月分 637,956

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城東特別支援学校 芝生保護管理委託(単価)3月 224,397

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（錦糸コース）3月分 779,976

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（神田コース）3月分 618,732

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外2校空調設備定期点検保守委託 668,196

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高校附属中学校外2校空調設備定期点検保守委託 7,452

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 つばさ総合高等学校外4校 昇降機設備定期点検保守委託 1,069,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 つばさ総合高等学校外4校 昇降機設備定期点検保守委託 207,360
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 晴海総合高校及び首都大建築物環境衛生管理 2・3月分 63,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（東部③） 2,400,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（東部③） 1,545,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 21,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 308,340

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 27,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高等学校外13校　側溝等清掃業務委託 199,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 都立白鴎高校附属中外３校　床及び窓ガラス等清掃委託 176,823

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立白鴎高校附属中外３校　床及び窓ガラス等清掃委託 1,896,777

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（八潮コース）3月分 1,313,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（池上コース）3月分 1,409,184

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校（環八コース）3月分 1,415,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立城南特別支援学校(大崎コース)　3月分 1,013,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 3月 26,257

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 芝商外１校廃棄物収集運搬処分（単価契約）再契約 3月 12,441

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 水元特別支 産業廃棄物収集処分(単価契約)再契約 3月 1,534

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 水元特別支 産業廃棄物収集処分(単価契約)再契約 3月 3,327

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 足立西高校産業廃棄物収集・処分委託（再契約）3月 2,937

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立西高校産業廃棄物収集・処分委託（再契約）3月 11,016

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 広尾高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 3月 6,178

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 広尾高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約 3月 13,478

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高校一般廃棄物収集運搬（単価契約）再契約分3月 15,163

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約3月 1,900

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 青井高校産業廃棄物収集・処分（単価契約）再契約3月 7,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（扇コース）3月分 842,970

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（大森コース）3月分 803,088

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（多摩川コース）3月分 784,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 東高校　一般廃棄物収集運搬委託(単価契約)再契約分 20,865

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 小石川中等　一般廃棄物収集運搬(単価契約)再契約分 13,471

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 葛飾ろう 産業廃棄物収集運搬処分(単価契約)再契約分 2,592

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう 産業廃棄物収集運搬処分(単価契約)再契約分 5,624

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）3月 134,935

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）3月 64,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 役務費 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）3月 13,327
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高等学校外7校　廃棄物収集・処分（単価）3月 3,629

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)3月分 208,503

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)3月分 3,175

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)3月分 110,699

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(単価契約)(東部29)3月分 883

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立東高等学校外5校 昇降機設備定期点検保守委託 1,826,712

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立東高等学校外5校 昇降機設備定期点検保守委託 364,176

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外3校 昇降機設備定期点検保守委託 404,352

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外3校 昇降機設備定期点検保守委託 384,588

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立城東高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 194,508

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校　建物清掃委託　３月分 446,364

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小松川高校外4校 屋上緑化維持管理委託　3月 113,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外４校　便所消毒清掃委託 3月 91,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外４校　便所消毒清掃委託 3月 75,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託 3月 62,100

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立芝商業高等学校外４校　便所消毒清掃委託 3月 259,740

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 工芸高校 廃液処理装置保守点検委託　2・3月分 108,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 大森高校外2校 印刷機保守委託(10-3月分) 201,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 蔵前工業高校 中央監視装置定期点検保守等委託 278,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江戸川高等学校外３校　機械警備委託　1-3月分 1,080,216

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校　建物清掃委託　３月分 333,936

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青山高等学校外6校　昇降機設備定期点検保守委託 1,237,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 都立青山高等学校外6校　昇降機設備定期点検保守委託 204,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立上野高等学校外3校 機械警備委託　1-3月 931,716

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立上野高等学校外3校 機械警備委託　1-3月 226,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立東高等学校外4校 機械警備委託 516,780

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立足立東高等学校外4校 機械警備委託 405,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立日本橋高等学校外9校　側溝等清掃業務委託 119,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日本橋高等学校外9校　側溝等清掃業務委託 376,596

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立日本橋高等学校外9校　側溝等清掃業務委託 103,032

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日本橋高等学校外9校　側溝等清掃業務委託 1,116,806

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校外2校 機械警備委託　1-3月分 369,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校外2校 機械警備委託　1-3月分 158,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立品川特別支援学校（環七コース）　3月分 1,059,264
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（上野コース）3月分 1,208,844

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（立花コース）3月分 1,012,824

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 葛飾野高校外3校 芝生保護管理委託(単価)3月 179,798

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日比谷高校外4校 芝生保護管理委託(単価)　3月分 980,834

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 白鴎高校付属中学校外5校 消防用設備等保守点検委託 375,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 委託料 白鴎高校付属中学校外5校 消防用設備等保守点検委託 55,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江北高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 540,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立両国高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 505,440

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立日比谷高等学校外8校　側溝等清掃業務委託 200,880

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外8校　側溝等清掃業務委託 1,234,710

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立日比谷高等学校外8校　側溝等清掃業務委託 18,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外8校　側溝等清掃業務委託 71,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 整理ロッカー外23件の買入れ 98,679

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 整理ロッカー外23件の買入れ 965,128

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N小岩コース）3月分 797,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N篠崎コース）3月分 899,532

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N西葛西コース）3月分 942,192

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ葛西コース）　3月分 952,992

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S江戸川コース）3月分 750,816

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ南葛西コース）　3月分 760,752

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ柴又コース）3月分 763,776

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ篠崎コース）3月分 721,332

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ小岩コース）　3月分 735,048

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N葛西コース）　3月分 857,736

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城南特別支援学校外2校 芝生保護管理委託(単価)3月 425,790

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 城南特別支援学校外2校 芝生保護管理委託(単価)3月 132,332

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（鹿浜コース）3月分 722,736

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（入谷コース）3月分 771,498

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（梅島コース）3月分 845,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（環七コース）　3月分 618,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（保木間コース）3月分 839,542

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立南花畑特別支援学校（西新井コース）3月分 811,836

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾特別支援学校（南葛飾コース）３月分 725,814

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立葛飾特別支援学校（北葛飾コース）　3月分 653,184
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立墨東特別支援学校（南砂コース）3月分 884,649

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)3月分 447,510

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)3月分 90,893

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(東部28)3月分 15,929

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（紅葉川高校）3月分 4,615

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（足立高校）3月分 7,836

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（竹台高等学校）3月分 3,414

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(都立足立西高等学校)3月分 179

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（都立足立高校）3月分 4,871

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛飾商業高校）3月分 88

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛西工業高校）3月分 1,393

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛西工業高校）3月分 1,091

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（本所高校）3月分 806

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（葛飾野高校）3月分 360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（江戸川高校）3月分 62

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（江戸川高校）3月分 3,470

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（都立葛飾野高校）3月分 4,632

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六本木高等学校　建物清掃委託　３月分 462,780

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 つばさ総合高等学校外21校雨水ろ過装置等保守点検委託 172,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 つばさ総合高等学校外21校雨水ろ過装置等保守点検委託 64,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立工業高校　レーザー加工機実習装置外３件点検委託 739,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立六郷工科高等学校外8校　雨水槽等清掃業務委託 189,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校外8校　雨水槽等清掃業務委託 509,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立六郷工科高等学校外8校　雨水槽等清掃業務委託 59,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校外8校　雨水槽等清掃業務委託 149,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 報告課題外1件の印刷 3,566,613

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（世田谷コース）3月分 1,167,480

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（羽田コース）3月分 1,540,080

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（六郷コース）　3月分 1,170,288

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校（池上コース）3月分 1,362,312

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（亀有コース）3月分 1,173,709

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（柴又コース）　3月分 1,275,436

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ綾瀬コース）　3月分 1,072,915

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（堀切コース）　3月分 1,402,920
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ金町コース）　3月分 1,092,981

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N平井船堀コース）　3月分 1,004,562

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N一之江コース）　3月分 1,320,462

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N江戸川コース）　3月分 1,232,352

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（N瑞江コース）　3月分 1,070,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ船堀コース）　3月分 1,070,323

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（墨東特別支援学校）3月分 6,877

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（三田高校）3月分 4,636

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立一橋高等学校　建物清掃委託　３月分 469,584

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S環七①コース）　3月分 1,188,635

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（S環七②コース）　3月分 1,054,296

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（青戸コース）　3月分 1,125,688

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（金町コース）　3月分 1,290,988

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立水元小合学園（水元コース）　3月分 1,282,608

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ青戸コース）　3月分 1,108,846

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ亀有コース）　3月分 1,094,245

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立鹿本学園（Ｓ平井コース）　3月分 1,066,208

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 121,496

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 64,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 107,933

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 八潮高等学校外9校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 21,554

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 229,014

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 97,535

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 120,018

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 江戸川高校外8校　廃棄物収集・処分委託（単価）3月 34,689

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）3月 161,878

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）3月 80,291

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）3月 89,974

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾野高等学校外9校　廃棄物収集・処分（単価）3月 12,491

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立忍岡高等学校外1校(29)空調設備運転点検保守委託 1,141,345

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田特別支援学校外4校 屋上緑化維持管理委託　3月 93,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立鎌田高等学校　建物清掃委託 3月 361,476

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城北特別支援学校　便所消毒清掃委託 3月分 97,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城東特別支援学校　機械警備委託　1-3月 418,392
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外３校　床及び窓ガラス等清掃委託 652,508

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外３校　床及び窓ガラス等清掃委託 567,892

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外4校　受水槽等清掃委託 228,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外4校　受水槽等清掃委託 44,280

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 清掃に伴って発生する産廃の処分委託(単価) 1-3月 413,348

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 清掃に伴って発生する産廃の処分委託(単価) 1-3月 207,781

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立三田高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 480,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 616,680

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校外5校 消防用設備等保守点検委託 542,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城南特別支援学校外5校 消防用設備等保守点検委託 643,572

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外2校(29)空調設備定期点検保守委託 862,110

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 江北高校外10校　図書館管理業務委託（単価）3月分 4,012,760

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 墨東特別支援学校（墨田コース）（単価契約）再契約分 69,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 墨東特別支援学校（辰巳コース）（単価契約）再契約分 34,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 墨東特別支援学校（台東コース）（単価契約）再契約分 42,120

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 墨東特別支援学校（晴海コース）（単価契約）再契約分 84,024

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 墨東特別支援学校（森下コース）（単価契約）再契約分 51,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立矢口特別支援学校　産業廃棄物収集運搬処分委託 224,855

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立矢口特別支援学校　産業廃棄物収集運搬処分委託 315,145

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六本木高等学校外19校(29)ＧＨＰ定期点検保守委託 7,235,869

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城南特別支援学校　機械警備委託　1-3月分 311,040

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青井高等学校外２校　機械警備委託　1-3月分 874,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立篠崎高等学校　機械警備委託　1-3月分 894,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立小岩高等学校　機械警備委託　1-3月分 336,960

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立新宿山吹高等学校外２校　機械警備委託1-3月分 981,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立高等学校外１校　機械警備委託　1-3月分 440,640

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立江北高等学校　機械警備委託　1-3月分 453,600

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第三商業高等学校　機械警備委託　1-3月分 275,205

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立六郷工科高等学校外１校　機械警備委託　1-3月分 327,240

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立工業高等学校外２校　機械警備委託　1-3月分 806,727

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立一橋高等学校外２校　機械警備委託　1-3月分 515,127

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立新田高等学校　機械警備委託　1-3月分 448,740

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立工芸高等学校外１校　機械警備委託　1-3月分 625,320

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大森高等学校　機械警備委託　1-3月分 304,560
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立南葛飾高等学校　機械警備委託　1-3月分 254,988

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青山高等学校外１校　機械警備委託　1-3月分 414,654

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 農産高校 農場整備業務委託　3月 266,328

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（東部②） 1,649,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（東部②） 1,811,160

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立文京盲学校外2校　機械警備委託　1-3月分 492,447

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立鹿本学園　機械警備委託　1-3月分 288,036

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立矢口特別支援学校　機械警備委託　1-3月分 421,200

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立青山特別支援学校　機械警備委託　1-3月分 187,596

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立南花畑特別支援学校　機械警備委託　1-3月分 270,261

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立水元特別支援学校（仮設校舎）機械警備委託1-3月 171,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立城北特別支援学校　機械警備委託　1-3月分 466,560

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立三田高等学校 機械警備委託　1-3月分 213,840

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立蒲田高等学校外2校 機械警備委託　1-3月分 641,520

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 墨田川高等学校外３校 　床及び窓ガラス等清掃委託 1,001,743

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 墨田川高等学校外３校 　床及び窓ガラス等清掃委託 282,434

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 ベッド外30件の買入れ 247,860

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ベッド外30件の買入れ 47,220

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 ベッド外30件の買入れ 1,305,524

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 ベッド外30件の買入れ 193,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベッド外30件の買入れ 102,272

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 ベッド外30件の買入れ 101,844

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 ベッド外30件の買入れ 540,900

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ベッド外30件の買入れ 305,500

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立矢口特別支援学校の旅客自動車による運送　3月分 1,362,787

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 足立新田高校外1校車椅子用段差解消機等保守点検委託 226,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 足立新田高校外1校車椅子用段差解消機等保守点検委託 59,400

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立八潮高等学校外1校　昇降機設備定期点検保守委託 388,800

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 忍岡高校外11校　図書館管理業務委託（単価）3月分 6,493,025

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう学校外5校 芝生保護管理委託(単価)　3月 189,567

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 葛飾ろう学校外5校 芝生保護管理委託(単価)　3月 913,987

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立両国高等学校外1校(29)空調設備定期点検保守委託 357,912

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立淵江高等学校外3校(29)空調設備定期点検保守委託 655,452

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立足立東高校外3校(29)空調設備定期点検保守委託 268,272
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教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高校外7校 産業廃棄物収集運搬・処分 134,914

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高校外7校 産業廃棄物収集運搬・処分 150,078

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立つばさ総合高校外7校 産業廃棄物収集運搬・処分 146,232

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立つばさ総合高校外7校 産業廃棄物収集運搬・処分 175,429

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外５校　便所排水管等清掃委託 414,720

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日比谷高等学校外５校　便所排水管等清掃委託 207,360

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立日比谷高校外12校　産業廃棄物収集運搬処分委託 582,949

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日比谷高校外12校　産業廃棄物収集運搬処分委託 583,451

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 一橋高校外11校　図書館管理業務委託（単価）3月分 4,528,511

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 大江戸高校外９校建築設備及び防火設備点検業務委託 2,376,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 南葛飾高校外９校建築設備及び防火設備点検業務委託 4,752,000

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（竹台高校）3月分 1,067

教育庁
東京都東部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月31日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（日比谷高校）3月分 1,270

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【富士外9】非常通報装置等保守点検委託（10～3月分） 48,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【富士外9】非常通報装置等保守点検委託（10～3月分） 121,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【雪谷外２校】環境整備業務委託(夜間定時制)(３月分) 311,688

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立練馬特別支援学校　建物清掃委託（　月分） 791,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外６校】屋上緑化維持管理委託3月分 237,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【鷺宮外６】屋上緑化維持管理委託3月分 104,868

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立千歳丘高等学校外3校　便所消毒清掃委託(３月分) 214,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山】ビオトープ点検委託（3月分） 81,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜町高等学校　建物清掃委託（３月分） 999,712

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立芦花高等学校　建物清掃委託（３月分） 995,873

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第一商業高等学校　建物清掃委託（３月分） 399,924

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立田柄高等学校　建物清掃委託　３月分 410,191

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立千早高等学校　建物清掃委託　３月分 734,508

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【光明学園】白蟻駆除設備管理委託（10～３月分） 21,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【青鳥特支】食堂床清掃委託（１～３月分） 114,566

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 入学検査費 委託料 国際バカロレアコース入学者選抜検査受付等業務委託 950,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立西高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 385,554

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立西高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 362,610

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立農芸高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 301,395

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立農芸高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 603,979

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】赤羽コースの旅客自動車による運送3月分 570,240

289 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】豊玉コースの旅客自動車による運送3月分 630,828

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】三園コースの旅客自動車による運送3月分 762,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】新河岸ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 900,936

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】浮間コースの旅客自動車による運送3月分 934,254

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】上板橋ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 935,614

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】桜台コースの旅客自動車による運送3月分 646,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】北町コースの旅客自動車による運送3月分 504,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】高島平ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 579,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】舟渡コースの旅客自動車による運送3月分 614,628

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】宮本町ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 556,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】東新町ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 574,452

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】羽沢コースの旅客自動車による運送3月分 531,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【志村学園】成増コースの旅客自動車による運送3月分 763,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】高田コースの旅客自動車による運送3月分 710,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】長崎コースの旅客自動車による運送3月分 679,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】板橋コースの旅客自動車による運送3月分 876,528

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】水道町コースの旅客自動車による運送3月分 797,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】常盤台コースの旅客自動車による運送3月分 985,824

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】浮間コースの旅客自動車による運送3月分 722,736

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】文京コースの旅客自動車による運送3月分 663,984

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】神谷コースの旅客自動車による運送3月分 694,656

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】尾久コースの旅客自動車による運送3月分 679,104

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術】ピアノ調律（単価契約）３月分 229,230

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【農芸】一般廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)3月 256,089

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【農芸】一般廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約)3月 161,741

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】久我山ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 910,656

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】西荻窪ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 609,984

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】鷺宮コースの旅客自動車による運送3月分 665,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大塚ろう（本校）外3か所】手話通訳業務委託 ３月分 141,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外50校】廃蛍光灯等処分委託（単価契約） 441,996

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大崎外50校】廃蛍光灯等処分委託（単価契約） 113,286

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【大塚ろう】パソコン要約筆記業務委託（３月分） 50,889

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】白鷺コースの旅客自動車による運送3月分 910,656

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】江古田ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 908,928
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】和田堀ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 782,784

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】上井草ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 781,056

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】高円寺ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 955,584

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】富士見台ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 992,736

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】杉並コースの旅客自動車による運送3月分 798,336

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】落合コースの旅客自動車による運送3月分 915,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】井荻コースの旅客自動車による運送3月分 682,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中野特支】通学路交通警備業務委託　3月分 241,574

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【田園調布特支】通学路交通警備業務委託　3月分 561,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【練馬特支】通学路交通警備（郵便局付近）3月分 414,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう】通学路交通警備（単価契約）3月分 224,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）1月分 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）1月分 129,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）2月分 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）2月分 129,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【杉並工業】廃液収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 129,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【目黒】空調設備定期点検保守委託 81,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立富士高等学校　建物清掃委託（３月分） 979,948

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【桜町外3校】昇降機設備定期点検保守委託 694,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【桜町外3校】昇降機設備定期点検保守委託 175,608

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【志村】昇降機設備定期点検保守委託 581,580

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 小山台高等学校(中29)プールろ過設備その他改修工事 25,736,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子レンジ外35点の買入れ 370,861

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 電子レンジ外35点の買入れ 429,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 電子レンジ外35点の買入れ 193,941

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 電子レンジ外35点の買入れ 32,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 桜修館外1校 非常通報装置保守点検委託（10～3月分） 15,390

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 桜修館外1校 非常通報装置保守点検委託（10～3月分） 15,390

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支外5校】消防用設備等定期点検保守委託 400,464

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外5校】消防用設備等定期点検保守委託 413,847

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立久我山青光学園　建物清掃委託（３月分） 1,141,635

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外22校】構内電話交換設備定期点検保守委託 146,340

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【戸山外22校】構内電話交換設備定期点検保守委託 46,850
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【武蔵丘外5校】消防用設備等定期点検保守委託 475,524

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬外4校】消防用設備等定期点検保守委託 400,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【石神井外11校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 6,812,309

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【石神井外11校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 641,969

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【世田谷総合外10校】ＧＨＰ定期点検保守委託 4,935,861

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【世田谷総合外10校】ＧＨＰ定期点検保守委託 1,713,245

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【総合工科】車椅子用段差昇降機保守点検委託 47,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【光明学園外７校】防火対象物定期点検委託 518,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 光明学園(自由が丘･烏山)の旅客自動車による運送3月分 94,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】新宿コースの旅客自動車による運送3月分 993,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（本校）】交通安全指導業務委託　3月分 51,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（城東）】交通安全指導業務委託　3月分 102,297

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう（永福）】交通安全指導業務委託　3月分 120,614

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【王子特支】交通安全指導業務委託　3月分 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【青鳥特支】交通安全指導業務委託　3月分 51,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）1-3月分 24,235

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）1-3月分 9,180

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外31】腸内細菌検査委託（単価契約）1-3月分 50,306

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【大山・板橋有徳・北豊島工業】給食配送業務委託3月 616,032

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 【飛鳥・桐ヶ丘】給食配送業務委託(単価契約)3月 218,592

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【世田谷泉外5校】消防用設備等定期点検保守委託 411,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外5校】消防用設備等定期点検保守委託 446,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立志村学園　建物清掃委託（３月分） 42,336

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【旧芸術】機械警備業務委託　1～3月分 239,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【桜修館中等】壁面緑化維持管理委託2月分 21,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【板橋】機械警備業務委託　1～3月分 639,900

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【王子第二】機械警備業務委託　1～3月分 225,180

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【田園調布外23校】構内電話交換設備定期点検保守委託 192,780

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【田園調布外23校】構内電話交換設備定期点検保守委託 27,540

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外4校】消防用設備等定期点検保守委託 401,868

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外8校】屋上・壁面緑化維持管理 129,686

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立田園調布高等学校　建物清掃委託（３月分） 930,960

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立目黒高等学校　建物清掃委託（３月分） 365,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立荻窪高等学校　建物清掃委託（３月分） 159,192
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立豊多摩高等学校　建物清掃委託（３月分） 486,804

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（中部②） 2,093,364

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（中部②） 1,349,460

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【光明学園】そよ風分教室　清掃委託（１～３月分） 405,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【稔ヶ丘】物品移設委託 288,144

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】千川コースの旅客自動車による運送3月分 1,025,568

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】豊玉ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,237,140

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】舟渡ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,110,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】長崎ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,277,522

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島･板橋特支】光が丘ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,168,182

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【桜修館】一般廃棄物収集運搬（再）3月分 42,601

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 神代外3 産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月分 51,003

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 神代外3 産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月分 81,604

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【農芸】産業廃棄物収集運搬・処分（再）３月分 9,266

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 29【農芸】産業廃棄物収集運搬・処分（再）３月分 19,375

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 狛江 一般廃棄物収集運搬・処分委託（単価契約）3月分 12,393

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 神代外1校 般廃棄物収集運搬委託（単価契約）3月分 40,867

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【三鷹】一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）3月分 54,069

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【総合芸術外４校】芝生保護管理委託（単価契約）3月 901,470

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう外４校】芝生保護管理委託(単価契約)3月 457,110

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう外４校】芝生保護管理委託(単価契約)3月 365,472

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部29）3月分 259,570

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部29）3月分 7,035

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部29）3月分 48,356

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【中野工業】機械警備業務委託　1～3月 375,943

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【神代】機械警備業務委託　1～3月分 486,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立北特別支援学校　建物清掃委託（３月分） 411,368

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外２校】機械警備業務委託　1～3月分 690,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【武蔵丘外4校】機械警備業務委託　1～3月分 860,002

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【世田谷泉外2校】機械警備業務委託　1～3月分 436,428

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立鷺宮高等学校　建物清掃委託　３月分 522,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立王子総合高等学校　建物清掃委託　３月分 386,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大山外4校】空調設備定期点検保守委託 19,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大山外4校】空調設備定期点検保守委託 129,924
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外37校】雨水ろ過装置等定期点検保守委託 317,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大崎外37校】雨水ろ過装置等定期点検保守委託 113,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【桜修館中等】壁面緑化維持管理委託3月分 21,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立農芸高等学校　馬の預託3月分 193,199

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】市ヶ谷ｺｰｽの旅客自動車による運送3月分 1,177,632

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】山手コースの旅客自動車による運送3月分 1,270,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】池袋ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,529,820

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 高島・板橋特支】氷川台ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,376,829

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【高島・板橋特支】若木ｺｰｽの旅客自動車による運送3月 1,154,684

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【雪谷】空調設備定期点検保守委託 289,980

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【桜町】空調設備定期点検保守委託 207,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【久我山青光外5校】空調設備定期点検保守委託 3,510

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【久我山青光外5校】空調設備定期点検保守委託 128,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中央ろう外７】屋上緑化維持管理委託3月分 21,060

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【中央ろう外７】屋上緑化維持管理委託3月分 151,524

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立深沢高等学校　建物清掃委託（３月分） 411,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【新宿外4校】昇降機設備定期点検保守委託 1,250,640

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【新宿外4校】昇降機設備定期点検保守委託 573,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【豊多摩外1校】昇降機設備定期点検保守委託 375,840

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【鷺宮外4校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 4,065,914

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【新宿外6校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 6,203,187

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【新宿外6校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 238,853

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 武蔵丘外17校 空調機フィルター等清掃委託 2～3月分 40,525

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 武蔵丘外17校 空調機フィルター等清掃委託 2～3月分 45,624

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立目黒高等学校外５校　樹木診断委託（外観診断） 214,898

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立目黒高等学校外５校　樹木診断委託（外観診断） 476,302

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立大塚ろう学校の旅客自動車による運送（29卒業式） 263,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】目白コースの旅客自動車による運送3月分 1,055,764

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】王子コースの旅客自動車による運送3月分 1,021,248

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【北特支】新田コースの旅客自動車による運送3月分 1,056,672

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 【永福学園】中野コースの旅客自動車による運送3月分 1,071,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外75校】産業廃棄物(汚泥)処分委託（単価契約） 15,390

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大崎外75校】産業廃棄物(汚泥)処分委託（単価契約） 2,592

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支外５校】芝生保護管理委託(単価契約)3月 238,852
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支外５校】芝生保護管理委託(単価契約)3月 573,899

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【旧芸術外3校】自家用電気工作物保安管理業務委託 242,136

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【小山台外3校】屋上緑化維持管理委託3月分 58,320

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【小山台外3校】屋上緑化維持管理委託3月分 18,360

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【小山台10校】昇降機設備定期点検保守委託 233,388

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【小山台10校】昇降機設備定期点検保守委託 301,212

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立雪谷高等学校外4校　便所消毒清掃委託(３月分) 196,020

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立大塚ろう学校外2校　便所消毒清掃委託（３月分） 288,630

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立中央ろう学校外2校　便所消毒清掃委託（３月分） 221,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立戸山高等学校　建物清掃委託　３月分 474,660

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（中部①） 3,418,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 平成29年度昇降機設備定期点検保守委託（中部①） 184,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立光丘高等学校　建物清掃委託　３月分 336,268

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立稔ヶ丘高等学校　建物清掃委託　３月分 633,888

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大泉桜高等学校　建物清掃委託　３月分 398,012

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大山高等学校　建物清掃委託　３月分 457,056

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立北豊島工業高等学校　建物清掃委託　３月分 779,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬外６校】屋上緑化維持管理委託3月分 201,204

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立北園高等学校外６校　たて樋・側溝等清掃委託 758,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立北園高等学校外６校　たて樋・側溝等清掃委託 108,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立北園高等学校外６校　たて樋・側溝等清掃委託 559,872

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立北園高等学校外６校　たて樋・側溝等清掃委託 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【世田谷泉外8校】樹木剪定委託 2,558,196

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【世田谷泉外8校】樹木剪定委託 455,004

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【総合芸術外8校】樹木剪定及び除草・草刈委託 1,536,300

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【総合芸術外8校】樹木剪定及び除草・草刈委託 270,540

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【総合芸術外8校】樹木剪定及び除草・草刈委託 331,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 29【新宿外3】水銀使用製品廃棄物収集運搬・処分委託 362,340

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 29【新宿外3】水銀使用製品廃棄物収集運搬・処分委託 34,560

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立雪谷高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 1,048,421

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立雪谷高等学校外２校　床及び窓ガラス清掃委託 277,819

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 松原高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 391,516

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 松原高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 573,437

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 松原高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 176,580
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 松原高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 140,940

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【千早外1校】ガスヒートポンプ点検委託 664,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 石神井高等学校(中29)柔剣道場その他改修工事実施設計 950,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【石神井外４校】芝生保護管理委託(単価契約)3月 1,036,890

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【鷺宮外５校】芝生保護管理委託(単価契約)　３月分 1,640,165

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【千歳丘】機械警備業務委託　1～3月分 928,069

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【豊島外5校】機械警備業務委託　1～3月分 1,017,976

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【豊島外5校】機械警備業務委託　1～3月分 224,314

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【小山台外5か所】機械警備業務委託　1～3月分 447,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【小山台外5か所】機械警備業務委託　1～3月分 343,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【西外5校】機械警備業務委託　1～3月分 1,110,672

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【西外5校】機械警備業務委託　1～3月分 515,590

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大山外5校】機械警備業務委託　1～3月分 1,159,920

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大山外5校】機械警備業務委託　1～3月分 1,186,925

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外4校】機械警備業務委託　1～3月分 1,154,817

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【荻窪外2校】機械警備業務委託　1～3月分 145,476

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【荻窪外2校】機械警備業務委託　1～3月分 290,952

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬工業】機械警備業務委託　1～3月分 357,210

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 センター昇降機設備保守点検委託（３月分） 42,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立中野工業高等学校　建物清掃委託　３月分 528,120

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桐ヶ丘高等学校　建物清掃委託　３月分 568,134

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【総合芸術外２校】機械警備業務委託　1～3月分 324,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【総合芸術外２校】機械警備業務委託　1～3月分 157,788

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【田園調布外18校】雑排水槽等清掃委託１～３月分 75,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【田園調布外18校】雑排水槽等清掃委託１～３月分 21,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【田園調布外18校】雑排水槽等清掃委託１～３月分 145,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【田園調布外18校】雑排水槽等清掃委託１～３月分 10,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬工業】車椅子用階段昇降機点検保守委託 57,240

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立王子特別支援学校外1校　建物清掃委託（３月分） 1,139,893

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立第四商業高等学校　建物清掃委託　３月分 381,456

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立練馬工業高等学校　建物清掃委託　３月分 309,744

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立豊島高等学校　建物清掃委託　3月分 403,261

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立高島高等学校　建物清掃委託　３月分 344,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立桜修館中等教育学校　建物清掃委託（３月分） 682,992
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【松原外17校】簡易専用水道検査委託 1～3月分 28,512

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【松原外17校】簡易専用水道検査委託 1～3月分 14,256

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大泉特支】昇降機設備定期点検保守委託 657,720

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【荻窪外8校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 5,132,603

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【荻窪外8校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 3,328,910

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外１１校】雑排水槽等清掃・点検委託 442,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【戸山外１１校】雑排水槽等清掃・点検委託 140,400

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【戸山外１１校】雑排水槽等清掃・点検委託 769,932

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【戸山外１１校】雑排水槽等清掃・点検委託 75,600

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 石神井外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月 148,856

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 石神井外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月 104,129

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 石神井外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月 133,382

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 石神井外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約)3月 27,175

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大崎外8校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 147,987

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 大崎外8校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 101,060

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 大崎外8校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 16,210

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 大崎外8校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 5,110

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 戸山外9校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 203,276

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 戸山外9校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 72,239

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 戸山外9校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 49,113

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 戸山外9校 廃棄物収集運搬・処分委託(単価契約）3月分 14,256

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 松原外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 172,506

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 松原外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 89,692

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 松原外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 88,895

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 松原外11校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 32,055

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 豊島外10校 廃棄物収集運搬・処分（単価契約）3月分 128,654

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 豊島外10校 廃棄物収集運搬・処分（単価契約）3月分 69,768

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 豊島外10校 廃棄物収集運搬・処分（単価契約）3月分 80,306

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 豊島外10校 廃棄物収集運搬・処分（単価契約）3月分 36,201

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外４４校】粉じん計較正委託(単価契約)3月分 70,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 【大崎外４４校】粉じん計較正委託(単価契約)3月分 23,500

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立石神井高等学校　建物清掃委託　３月分 671,243

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【富士外7校】昇降機設備定期点検保守委託 1,286,280

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【富士外7校】昇降機設備定期点検保守委託 417,960
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう外５校】屋上・壁面緑化維持管理委託3月分 27,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【大塚ろう外５校】屋上・壁面緑化維持管理委託3月分 184,140

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小山台外20校 空調機フィルター等清掃委託　10～1月分 295,963

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小山台外20校 空調機フィルター等清掃委託　10～1月分 417,247

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 小山台外20校 空調機フィルター等清掃委託　10～1月分 48,859

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小山台外20校 空調機フィルター等清掃委託　2～3月分 71,885

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 小山台外20校 空調機フィルター等清掃委託　2～3月分 101,282

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【第一商業外7】空調機フィルター等清掃委託 330,480

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【第一商業外7】空調機フィルター等清掃委託 20,520

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【第一商業外7】空調機フィルター等清掃委託 382,536

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【戸山外10校】図書館管理業務委託（単価契約）３月分 3,885,255

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 北園外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 114,268

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 北園外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 77,889

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 北園外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 168,402

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 北園外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 50,026

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【田園調布外５校】芝生保護管理委託（単価契約）3月 875,062

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28）3月分 11,290

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28）3月分 365,784

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28）3月分 21,839

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（中部28）3月分 150,154

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(中部28)光明学園追加分3月 577

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 29複写サービスに関する契約(中部27)3月分 160,610

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 29複写サービスに関する契約(中部27)3月分 95,732

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約(中部28)新宿高校追加分3月 1,374

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（中部27）追加契約（戸山）3月分 6,268

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービス（中部27）追加契約（高島）3月分 7,693

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外5校】機械警備業務委託　1～3月 1,201,683

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【練馬外5校】機械警備業務委託　1～3月分 1,148,813

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【練馬外5校】機械警備業務委託　1～3月分 110,160

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立園芸高等学校外１校　便所消毒清掃委託　３月分 43,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立戸山高等学校外３校　床及び窓ガラス清掃委託 823,127

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立戸山高等学校外３校　床及び窓ガラス清掃委託 504,166

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【石神井外10校】図書館管理業務委託(単価契約)３月分 4,154,349

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【駒場外3校】空調設備定期点検保守委託 285,120
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教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【光丘外6校】空調設備定期点検保守委託 334,800

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【光丘外6校】空調設備定期点検保守委託 70,200

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【荻窪外6校】消防用設備等定期点検保守委託 521,208

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立板橋高等学校　建物清掃委託　３月分 345,060

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 荻窪外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 165,151

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 荻窪外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 78,792

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 荻窪外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 108,674

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 荻窪外８校 廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約）3月分 26,604

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【国際】海外大学進学支援業務委託 3,821,040

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立杉並工業高等学校　建物清掃委託　３月分 380,505

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【駒場外6校】昇降機設備定期点検保守委託 1,194,588

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【駒場外6校】昇降機設備定期点検保守委託 373,248

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【王子総合外5校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 2,799,054

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【王子総合外5校】ガスヒートポンプ定期点検保守委託 2,321,778

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 【松原外８校】汚水槽等清掃委託　２～３月分 64,152

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【松原外８校】汚水槽等清掃委託　２～３月分 203,688

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 【松原外８校】汚水槽等清掃委託　２～３月分 42,768

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【松原外８校】汚水槽等清掃委託　２～３月分 176,472

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立駒場高等学校外３校　床及び窓ガラス清掃委託 1,045,440

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 委託料 都立目黒高等学校(中29)東館棟その他改修工事実施設計 3,780,000

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立大崎高等学校　建物清掃委託（３月分） 487,892

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立練馬高等学校　建物清掃委託　３月分 429,464

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立世田谷泉高校(中29)プールろ過その他設備改修工事 17,115,020

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 【大崎外11校】図書館管理業務委託（単価契約）３月分 4,952,992

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 【永福外1校】昇降機設備定期点検保守委託 913,680

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 239,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 62,100

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 163,026

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 271,080

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 347,220

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 大泉桜高校外８校　産業廃棄物収集運搬・処分委託 104,760

教育庁
東京都中部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月28日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 29【大泉附中外10校】フードダクト等清掃委託(３月分) 54,540

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃20]拝島高校　建物清掃委託 938,176

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃21]東大和高校　建物清掃委託 316,448
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃22]武蔵村山高校　建物清掃委託 442,584

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃24]多摩高校　建物清掃委託 343,375

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃30]上水高校　建物清掃委託 464,432

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃31]多摩工業高校　建物清掃委託 759,672

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃01]都立富士森高等学校　建物清掃委託 344,390

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃02]都立片倉高等学校　建物清掃委託 356,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃03]都立八王子東高等学校　建物清掃委託 297,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃04]都立八王子北高等学校　建物清掃委託 362,469

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃05]都立松が谷高等学校　建物清掃委託 437,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃06]都立日野台高等学校　建物清掃委託 348,516

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃07]都立南平高等学校　建物清掃委託 453,263

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃08]都立町田高等学校　建物清掃委託 324,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃09]都立野津田高等学校　建物清掃委託 442,195

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃10]都立成瀬高等学校　建物清掃委託 250,020

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃11]都立山崎高等学校　建物清掃委託 399,891

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃12]都立町田総合高等学校　建物清掃委託 415,065

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃13]都立翔陽高等学校　建物清掃委託 320,112

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃15]都立町田工業高等学校　建物清掃委託 381,341

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃16]八王子桑志高等学校　建物清掃委託 930,085

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃46]都立府中東高等学校　建物清掃委託 388,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃47]都立府中西高等学校　建物清掃委託 645,969

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃48]都立永山高等学校　建物清掃委託 526,689

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃49]都立若葉総合高等学校　建物清掃委託 348,300

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃51]都立府中工業高等学校　建物清掃委託 857,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃52]都立農業高等学校　建物清掃委託 222,912

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃53]立川国際中等教育学校　建物清掃委託 391,608

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃02]武蔵高校外１校　便所消毒清掃委託 108,432

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃03]東村山高校外１校　便所消毒清掃委託 82,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 209,088

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃05]小平特別支援外２校便所清掃委託 164,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃07]府中けやきの森外２校　便所清掃委託 319,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 177,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・環境整備]八王子盲　寄宿舎環境整備業務委託 162,729

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・清掃業務]都立久留米特別支援学校　清掃業務委託 57,153
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃10]国立高等学校　便所清掃委託 96,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋上01]東久留米総合高校外1校　屋上緑化委託 49,248

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋上01]東久留米総合高校外1校　屋上緑化委託 23,760

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 七生特支校舎改修工事に伴う物品等の運搬及び保管業務 453,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 府中東高校改修工事に伴う物品等の運搬及び保管業務 136,080

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立町田高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 504,637

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立町田高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 1,007,363

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 小金井特別支援学校　校舎改修工事に伴う物品運搬請負 3,202,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 町田工業高等学校　ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ外1点の買入れ（産振） 5,574,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 9,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 44,615

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 15,379

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 994,421

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 492,588

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 79,726

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 143,078

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 182,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 体育用品の買入れ（第20回請求その2） 219,553

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB004]都立小平特別支援学校（青梅街道コース） 1,124,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB018]都立小平特別支援学校（西東京コース） 1,027,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB129]都立清瀬特別支援学校（清瀬コース） 1,475,928

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB133]都立清瀬特別支援学校（福祉園①コース） 1,017,576

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB134]都立清瀬特別支援学校（福祉園②コース） 1,928,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB037]都立八王子東特別支援学校（豊田コース） 1,522,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB036]都立八王子東特別支援学校（日野コース） 1,362,852

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB034]都立八王子東特別支援学校（長房コース） 1,251,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB033]八王子東特別支援学校（西八王子コース） 1,554,012

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB032]都立八王子東特別支援学校（平山コース） 1,451,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB031]都立八王子東特別支援学校（北野コース） 1,312,308

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB030]八王子東特別支援学校（富士森コース） 1,112,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB029]八王子東特別支援学校（百草園コース） 1,122,984

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備02]八王子特支外1校 通学路交通誘導警備 311,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館03]町田高校外11校　図書館管理業務委託 4,386,315

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 [八王子盲外1校]複写サービスに関する契約 7,040
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 [八王子盲外1校]複写サービスに関する契約 6,752

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部28 242,310

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部28 79,606

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋壁02]小金井北高校外3校　屋上緑化委託 92,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋壁02]小金井北高校外3校　屋上緑化委託 31,860

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備04]八王子東高校外3校　機械警備 706,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備04]八王子東高校外3校　機械警備 194,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備05]小川高校外2校　機械警備 443,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備05]小川高校外2校　機械警備 226,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備22]小金井北高校外2校　機械警備 126,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備22]小金井北高校外2校　機械警備 498,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度朝日新聞外1紙(支所)の年間購読(1～3月分) 22,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備17]清瀬特支外１校　機械警備 288,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立青梅総合高校外４校　床及び窓ガラス等清掃委託 708,370

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立青梅総合高校外４校　床及び窓ガラス等清掃委託 641,630

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立保谷高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 401,352

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立保谷高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 1,246,782

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 都立小金井特別支援学校　書籍の買入れ 944,065

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 880,448

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 52,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 439,311

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 78,570

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 産業廃棄物（汚泥）処分委託（単価契約） 20,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃16]都立東村山高等学校外１校　一廃収集運搬 37,374

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃12]福生高等学校外１校　一廃収集運搬 61,084

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃08]東大和高等学校外１校　一廃収集運搬 53,744

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB028]都立村山特別支援学校（中神コース） 1,066,068

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB027]都立村山特別支援学校（湖畔コース） 1,045,148

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB026]都立村山特別支援学校（瑞穂コース） 1,153,864

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB025]都立村山特別支援学校（昭島コース） 1,280,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB025]都立村山特別支援学校（昭島コース） 1,017,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB024]都立村山特別支援学校（立川コース） 1,439,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB024]都立村山特別支援学校（立川コース） 1,174,465

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB022]都立村山特別支援学校（拝島コース） 1,055,160
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB021]都立村山特別支援学校（東村山コース） 1,075,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB020]都立村山特別支援学校（国立コース） 1,096,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導02]府中けやき外1校 通学路交通安全指導 111,618

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備04]府中けやき外1校 通学路交通誘導警備 498,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 17,826

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 30,345

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB057]都立八王子特別支援学校（陣馬コース） 1,002,456

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB127]都立府中けやきの森学園（北コース） 1,136,559

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB125]都立府中けやきの森学園（是政コース） 1,087,344

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB124]都立府中けやきの森学園（西府コース） 1,139,184

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB123]都立府中けやきの森学園（狛江コース） 1,160,352

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB122]都立府中けやきの森学園（中河原コース） 1,090,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB120]都立府中けやきの森学園（三鷹コース） 1,350,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB119]府中けやきの森学園（つつじが丘コース） 1,042,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB118]都立府中けやきの森学園（小金井コース） 1,134,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB117]都立府中けやきの森学園（府中コース） 1,012,201

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB116]都立府中けやきの森学園（国立コース） 1,034,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送02]小金井工業・第五商業高校　給食配送 364,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送03]農業・砂川高等学校　給食配送 243,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送04]町田の丘学園　給食配送 319,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃06]立川高等学校外３校　一廃収集運搬 149,039

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃06]立川高等学校外３校　一廃収集運搬 62,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃04]町田高等学校外４校　一廃収集運搬 70,687

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃22]瑞穂農芸高等学校　一廃収集運搬 38,577

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃21]永山高等学校外１校　一廃収集運搬 9,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃21]永山高等学校外１校　一廃収集運搬 59,447

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃19]府中高等学校外３校　一廃収集運搬 129,784

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃19]府中高等学校外３校　一廃収集運搬 63,364

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃14]久留米西高等学校外１校　一廃収集運搬 71,668

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部29 202,135

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）西部29 54,122

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃17]立川高校　建物清掃委託 885,627

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃18]砂川高校　建物清掃委託 522,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃25]福生高校　建物清掃委託 456,516
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃32]瑞穂農芸高校　建物清掃委託 251,823

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃33]武蔵野北高校　建物清掃委託 300,132

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃35]久留米西高校　建物清掃委託 706,039

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃37]小平高校　建物清掃委託 314,668

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃38]小平西高校　建物清掃委託 404,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃39]国分寺高校　建物清掃委託 563,673

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃41]東村山西高校　建物清掃委託 321,148

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃43]田無工業高校　建物清掃委託 317,736

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃14]八王子拓真高等学校　建物清掃委託 753,051

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃55]都立あきる野学園　建物清掃委託 60,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋上02]あきる野学園外2校　屋上緑化委託 45,684

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備23]あきる野学園　機械警備 236,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 保健備品の買入れ(第16回請求) 1,227,312

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 保健備品の買入れ(第16回請求) 120,528

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 小金井特別支援学校　カーテンの買入れ（初度調弁） 1,615,464

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 171,763

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 3,823

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 備品購入費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 380,290

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 88,225

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 27,594

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 保健室用品の買入れ(第20回請求その２) 138,510

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 254,132

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 186,948

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月07日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（西部27） 20,938

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ［準・消防06］調布南高校外７校　消防用設備点検保守 423,132

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ［準・消防06］調布南高校外７校　消防用設備点検保守 54,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準07]府中工業高校外1校昇降機設備点検保守(1～3月) 236,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準07]府中工業高校外1校昇降機設備点検保守(1～3月) 362,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準19]東大和南高校外1校昇降機設備点検保守(1～3月) 389,772

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調09]小平特別支援学校空調設備点検(1～3月) 684,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調16]七生特別支援学校外1校空調点検(1～3月) 228,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調17]南平高校外15校空調設備点検清掃等保守 1,033,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調22]多摩高校外1校ＧＨＰ定期点検保守 1,086,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃50]都立第五商業高等学校　建物清掃委託 389,016
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備21]町田工業高校外1校　機械警備 492,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立日野高等学校外22校　簡易専用水道検査委託 97,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立日野高等学校外22校　簡易専用水道検査委託 29,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 都立村山特別支援学校　スーパインボードの買入れ 280,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 需用費 一般需用費 自転車等の買入れ(第20回請求) 49,356

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 備品購入費 自転車等の買入れ(第20回請求) 341,928

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 自転車等の買入れ(第20回請求) 11,707

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 備品購入費 自転車等の買入れ(第20回請求) 75,384

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃10]多摩高等学校外２校　一廃収集運搬 90,278

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃10]多摩高等学校外２校　一廃収集運搬 59,991

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生04]都立町田高校外3校　芝生保護委託 560,498

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生14]都立多摩高校外2校　芝生保護管理委託 74,196

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生14]都立多摩高校外2校　芝生保護管理委託 257,148

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生11]都立保谷高校外2校　芝生保護管理委託 207,792

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・安全指導01]七生特支　通学路交通安全指導 69,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 [準・給食配送01]五日市・福生高等学校　給食配送 392,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃29]八王子盲学校外２校　一廃収集運搬 268,530

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生10]都立武蔵高校外2校　芝生保護管理委託 559,756

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃01]富士森高等学校外５校　一廃収集運搬 202,223

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃01]富士森高等学校外５校　一廃収集運搬 66,970

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃17]清瀬高等学校外１校　一廃収集運搬 20,915

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃17]清瀬高等学校外１校　一廃収集運搬 51,418

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃18]調布南高等学校外１校　一廃収集運搬 30,569

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃18]調布南高等学校外１校　一廃収集運搬 50,389

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃23]国分寺高等学校外１校　一廃収集運搬 9,136

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃23]国分寺高等学校外１校　一廃収集運搬 70,907

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃24]国立高等学校外１校　一廃収集運搬 36,471

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃25]若葉総合高等学校　一廃収集運搬 63,034

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃28]片倉高等学校外３校　一廃収集運搬 145,095

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生05]都立永山高校外2校　芝生保護管理委託 792,504

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 砂川高校外14校　産業廃棄物処理委託の支出 681,336

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 砂川高校外14校　産業廃棄物処理委託の支出 555,392

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 砂川高校外14校　産業廃棄物処理委託の支出 153,526

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 砂川高校外14校　産業廃棄物処理委託の支出 102,252
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士森高校外34件　粉じん計較正委託（単価契約） 70,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士森高校外34件　粉じん計較正委託（単価契約） 70,500

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 5,776

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 40,445

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 5,059

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃05]立川高校外4校　産廃収集運搬処分委託 35,418

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 22,118

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 33,142

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 5,433

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃07]武蔵村山高校外5校 産廃収集運搬処分委託 6,269

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 日野台高等学校　産業廃棄物処理委託の支出 162,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月08日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日野台高等学校　産業廃棄物処理委託の支出 486,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ［準・消防03］立川高校外７校消防用設備（後期） 361,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ［準・消防11］福生高校外４校　消防用設備（後期） 368,280

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ［準・消防11］福生高校外４校　消防用設備（後期） 102,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・消防13]府中けやきの森学園外5校消防防火(後期) 357,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃34]保谷高校　建物清掃委託 322,380

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃40]小平南高校　建物清掃委託 485,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃42]東久留米総合高校　建物清掃委託 439,794

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃55]都立あきる野学園　建物清掃委託 152,820

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立福生高校外３校　産業廃棄物処理委託 19,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立福生高校外３校　産業廃棄物処理委託 135,226

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立福生高校外３校　産業廃棄物処理委託 6,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立福生高校外３校　産業廃棄物処理委託 2,052

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生09]都立調布南高校外2校　芝生保護管理委託 150,515

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生09]都立調布南高校外2校　芝生保護管理委託 172,831

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生07]都立小平西高校外2校　芝生保護管理委託 129,826

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生02]都立八王子拓真高校外2校　芝生保護委託 178,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB151]都立多摩桜の丘学園（相原コース） 850,824

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB150]都立多摩桜の丘学園（押立コース） 828,748

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB149]都立多摩桜の丘学園（野猿コース） 899,208

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB148]都立多摩桜の丘学園（別所コース） 836,416

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB147]多摩桜の丘学園（ニュータウンコース） 863,352

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB146]都立多摩桜の丘学園（中山コース） 659,664
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB145]都立多摩桜の丘学園（島田コース） 567,756

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB144]都立多摩桜の丘学園（和田コース） 950,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB143]都立多摩桜の丘学園（矢野口コース） 961,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB142]都立多摩桜の丘学園（平尾団地コース） 810,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB141]都立多摩桜の丘学園（南大沢コース） 950,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB140]都立多摩桜の丘学園（唐木田コース） 950,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB139]都立多摩桜の丘学園（鶴牧コース） 799,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB158]多摩桜の丘学園(鶴牧コース) 追加契約 86,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB164]多摩桜の丘学園(島田コース) 追加契約 81,108

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB162]多摩桜の丘学園(矢野口コース) 追加契約 118,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB161]多摩桜の丘学園(平尾団地コース) 追加契約 97,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB159]多摩桜の丘学園(唐木田コース) 追加契約 108,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB160]多摩桜の丘学園(南大沢コース) 追加契約 108,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB163]多摩桜の丘学園(和田コース) 追加契約 108,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備01]八王子盲外2校　通学路交通誘導警備 466,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・誘導警備01]八王子盲外2校　通学路交通誘導警備 414,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 23,676

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 49,046

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 5,079

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃01]富士森高校外6校　産廃収集運搬処分委託 10,523

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 17,371

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 35,983

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 3,144

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃02]八王子東高校外5校 産廃収集運搬処分委託 6,514

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 8,314

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 58,210

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 1,819

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃03]日野高校外5校　産廃収集運搬処分委託 12,738

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 47,777

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 41,806

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 17,971

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃08]東大和南高校外4校 産廃収集運搬処分委託 15,724

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 8,326

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 29,143
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 3,672

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃10]保谷高校外4校　産廃収集運搬処分委託 12,852

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 13,978

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 61,158

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 2,013

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃11]多摩科学技術高校外4校産廃収集運搬処分 8,807

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB078]都立町田の丘学園（南成瀬コース） 655,084

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB077]都立町田の丘学園（鶴川コース） 643,852

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB053]都立あきる野学園（東中神コース） 860,652

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB052]都立あきる野学園（昭島コース） 786,348

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB050]都立あきる野学園（新羽村コース） 623,916

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB047]都立あきる野学園（檜原コース） 729,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB046]都立あきる野学園（急行昭島コース） 862,909

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB054]都立あきる野学園（新五日市コース） 778,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB041]都立あきる野学園（新拝島コース） 975,240

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB040]都立あきる野学園（福生コース） 984,409

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB042]都立あきる野学園（新昭島コース） 998,022

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB020]都立村山特別支援学校（国立コース） 891,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ［準・消防07］立川ろう学校外4校消防防火点検(後期) 327,780

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・構内電話01]富士森高校外26校　構内電話点検保守 266,706

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・構内電話01]富士森高校外26校　構内電話点検保守 99,828

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・構内電話02]松が谷高校外21校　構内電話点検保守 215,244

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・構内電話02]松が谷高校外21校　構内電話点検保守 63,936

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・03]富士森高校外11校昇降機設備点検保守(1～3月) 172,044

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・03]富士森高校外11校昇降機設備点検保守(1～3月) 229,392

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機04]八王子北高校外4校昇降機設備点検保守 822,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・昇降機04]八王子北高校外4校昇降機設備点検保守 187,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機08]町田高校　昇降機設備点検保守 187,920

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機11]八王子拓真高校　昇降機設備点検保守 197,964

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・昇13]あきる野学園昇降機設備点検保守(1～3月) 336,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・14]野津田高校外2校昇降機設備点検保守(1～3月) 559,548

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機06]瑞穂農芸高校外3校昇降機設備点検保守 594,248

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・昇降機06]瑞穂農芸高校外3校昇降機設備点検保守 228,679

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調18]南多摩中等教育学校外10校ＧＨＰ点検保守 5,966,835
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃23]東大和南高校　建物清掃委託 837,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃06]村山特別支援外２校　便所清掃委託 304,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋上02]あきる野学園外2校　屋上緑化委託 103,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 391,165

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・農場01]青梅総合高校外1校　農場管理委託 35,100

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備19]松が谷高校外1校　機械警備 853,092

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・電気工作物]富士森高校外6校　自家電(後期) 528,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 都立小金井特別支援学校　教材の買入れ（初度調弁） 1,898,543

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 都立小金井特別支援学校　教材の買入れ（初度調弁） 933,433

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB097]都立羽村特別支援学校（東大和コース） 1,173,744

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB098]都立羽村特別支援学校（福生コース） 1,099,440

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB099]都立羽村特別支援学校（御岳コース） 1,168,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB096]都立羽村特別支援学校（成木コース） 1,134,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB093]都立町田の丘学園（成瀬台コース） 831,492

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB094]都立町田の丘学園（小山田コース） 685,584

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB105]都立調布特別支援学校（多摩川コース） 683,029

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB091]都立町田の丘学園（玉川コース） 673,812

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB092]都立町田の丘学園（小川コース） 696,276

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃03]日野高等学校外３校　一廃収集運搬 46,655

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃03]日野高等学校外３校　一廃収集運搬 53,703

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生13]都立福生高校外3校　芝生保護管理委託 893,193

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃11]小金井北高等学校外２校　一廃収集運搬 53,616

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃09]武蔵村山高等学校外２校　一廃収集運搬 66,527

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃09]武蔵村山高等学校外２校　一廃収集運搬 55,123

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 32,366

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 25,077

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 44,322

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃27]秋留台高等学校外２校　一廃収集運搬 52,828

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB090]都立町田の丘学園（森野コース） 718,956

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB089]都立町田の丘学園（多摩境コース） 733,860

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB088]都立町田の丘学園（薬師コース） 770,796

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB087]都立町田の丘学園（南町田コース） 702,540

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB086]都立町田の丘学園（真光寺コース） 716,904

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB085]都立町田の丘学園（鶴間コース） 755,892
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB084]都立町田の丘学園（熊ケ谷コース） 751,572

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB083]都立町田の丘学園（相原コース） 680,486

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB082]都立町田の丘学園（図師・山崎コース） 638,150

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB081]都立町田の丘学園（成瀬コース） 764,121

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 130,446

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 92,266

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 11,911

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃09]武蔵高校外5校　産廃収集運搬処分委託 8,425

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生12]都立東大和高校外3校　芝生保護管理委託 551,095

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生12]都立東大和高校外3校　芝生保護管理委託 163,928

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB026]都立村山特別支援学校（瑞穂コース） 960,239

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB022]都立村山特別支援学校（拝島コース） 843,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB021]都立村山特別支援学校（東村山コース） 876,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB028]都立村山特別支援学校（中神コース） 875,664

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB027]都立村山特別支援学校（湖畔コース） 840,358

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃26]武蔵高等学校外１校　一廃収集運搬 45,321

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生08]都立多摩科技高校外3校　芝生保護委託 479,907

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 57,607

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃13]保谷高等学校外３校　一廃収集運搬 20,729

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・旅客自動車]都立小平南高等学校　旅客自動車 54,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調13]多摩科学技術高校外3校空調設備(1～3月) 32,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調13]多摩科学技術高校外3校空調設備(1～3月) 45,360

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃19]昭和高校　建物清掃委託 1,013,158

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃29]青梅総合高校　建物清掃委託 479,995

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 243,343

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 243,343

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・グラウンド管理]立川国際　曙グラウンド管理委託 293,347

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備02]武蔵高校外1校　機械警備 142,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備02]武蔵高校外1校　機械警備 142,560

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備08]福生高校外3校　機械警備 631,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備08]福生高校外3校　機械警備 241,056

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立拝島高等学校外8校　側溝等清掃委託 944,838

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 都立拝島高等学校外8校　側溝等清掃委託 113,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立拝島高等学校外8校　側溝等清掃委託 118,962
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 都立拝島高等学校外8校　側溝等清掃委託 32,400

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立日野高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 811,764

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 都立日野高校外５校　床及び窓ガラス等清掃委託 484,040

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 都立小金井特別支援学校　網戸の買入れ（初度調弁） 2,592,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月11日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 小金井特別支援学校　網戸の買入れ（初度調弁）その2 1,516,320

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃34]保谷高校　建物清掃委託 351,540

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃36]田無高校　建物清掃委託 301,201

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃01]都立富士森高等学校　建物清掃委託 795,657

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃03]都立八王子東高等学校　建物清掃委託 297,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃08]都立町田高等学校　建物清掃委託 380,700

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃10]都立成瀬高等学校　建物清掃委託 563,349

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃14]八王子拓真高等学校　建物清掃委託 436,158

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃50]都立第五商業高等学校　建物清掃委託 576,406

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃53]立川国際中等教育学校　建物清掃委託 996,148

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃54]南多摩中等教育学校　建物清掃委託 327,628

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃04]八王子盲学校外２校　便所清掃委託 247,860

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃05]小平特別支援外２校便所清掃委託 273,672

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃11]都立立川ろう学校　便所清掃委託 240,948

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・清掃業務]都立久留米特別支援学校　清掃業務委託 57,153

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃55]都立あきる野学園　建物清掃委託 66,420

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備07]府中東高校外3校　機械警備 259,200

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備07]府中東高校外3校　機械警備 563,760

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備09]東大和高校外5校　機械警備 1,151,820

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備09]東大和高校外5校　機械警備 210,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備14]羽村高校外5校　機械警備 1,224,072

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 備品購入費 都立村山特別支援学校　トイレットチェアの買入れ 249,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃20]府中東高等学校外２校　一廃収集運搬 50,877

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃20]府中東高等学校外２校　一廃収集運搬 111,142

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 21,768

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 74,396

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 [準・腸内細菌]八王子拓真高校外28校　腸内細菌検査 5,442

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 21,587

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 71,242

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 3,077
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃04]町田高校外7校　産廃収集運搬処分委託 10,157

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・雨水ろ過]町田高校外22校　雨水ろ過装置点検保守 173,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・雨水ろ過]町田高校外22校　雨水ろ過装置点検保守 111,780

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機10]多摩工業高校外1校昇降機設備点検保守 212,706

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃26]秋留台高校　建物清掃委託 479,995

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃27]羽村高校　建物清掃委託 1,038,771

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋上02]あきる野学園外2校　屋上緑化委託 45,684

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備03]富士森高校外4校及び寄宿舎 機械警備 1,072,245

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備03]富士森高校外4校及び寄宿舎 機械警備 307,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備10]久留米西高校外4校　機械警備 1,215,000

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃15]小平高等学校外３校　一廃収集運搬 92,026

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃15]小平高等学校外３校　一廃収集運搬 59,340

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機09]八王子東高校外2校昇降機設備点検保守 576,720

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・昇降機12]村山特別支援学校外1校昇降機点検保守 751,680

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調11]あきる野学園空調設備等定期点検(1～3月) 887,760

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・02]昇降機設備定期点検保守委託(西部②)(1～3月) 2,442,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・02]昇降機設備定期点検保守委託(西部②)(1～3月) 1,796,580

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・空調19]東大和高校外12校ＧＨＰ定期点検保守 5,090,244

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃36]田無高校　建物清掃委託 360,882

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃43]田無工業高校　建物清掃委託 506,568

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃44]多摩科学技術高校　建物清掃委託 442,368

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃03]都立八王子東高等学校　建物清掃委託 429,559

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃45]都立調布南高等学校　建物清掃委託 700,606

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃01]日野高校外２校　便所消毒清掃委託 201,636

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃08]七生特別支援外２校　便所清掃委託 412,624

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・清掃業務]都立久留米特別支援学校　清掃業務委託 61,916

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃55]都立あきる野学園　建物清掃委託 69,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 76,066

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・巡回警備]野津田高校外２校　通学路巡回警備委託 77,630

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 85,590

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 8,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 52,110

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・屋壁01]八王子北高校外3校　屋上緑化委託 20,520

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備37]日野台高校　機械警備 225,720
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士森高等学校外78校　オージオメータ校正委託 1,409,832

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立富士森高等学校外78校　オージオメータ校正委託 241,596

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 防災用品の買入れ（第20回請求） 906,325

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 備品購入費 防災用品の買入れ（第20回請求） 103,032

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 防災用品の買入れ（第20回請求） 254,070

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB080]都立町田の丘学園（金森コース） 1,360,800

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB079]都立町田の丘学園（つくし野コース） 1,325,160

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB076]都立町田の丘学園（金井コース） 1,079,892

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB051]都立あきる野学園（秋留コース） 1,021,140

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB048]都立あきる野学園（羽村東コース） 1,374,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB045]都立あきる野学園（拝島コース） 1,015,232

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB044]都立あきる野学園（五日市コース） 1,061,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB043]都立あきる野学園（羽村西コース） 1,061,640

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃05]野津田外２校及び山崎校舎　一廃収集運搬 14,984

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃05]野津田外２校及び山崎校舎　一廃収集運搬 71,247

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃05]野津田外２校及び山崎校舎　一廃収集運搬 29,769

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・一廃05]野津田外２校及び山崎校舎　一廃収集運搬 75,763

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生06]都立砂川高校外2校　芝生保護管理委託 559,051

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生06]都立砂川高校外2校　芝生保護管理委託 298,252

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃28]五日市高校　建物清掃委託 396,705

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備12]町田総合高校外3校　機械警備 366,120

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備12]町田総合高校外3校　機械警備 640,656

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立田無工業高等学校　万能製図台点検委託 796,176

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 工事請負費 都立八王子特別支援学校（西29）照明改修工事 1,449,900

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 5,305

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 30,957

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 7,587

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・産廃12]調布南高校外4校　産廃収集運搬処分委託 44,263

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・一廃07]昭和高等学校外１校　一廃収集運搬 52,865

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生03]都立松が谷高校外2校　芝生保護管理委託 390,630

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・芝生03]都立松が谷高校外2校　芝生保護管理委託 374,889

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 富士森高等学校外44校　機密文書等処理委託の支出 224,973

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 富士森高等学校外44校　機密文書等処理委託の支出 72,313

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 [準・SB049]都立あきる野学園（日の出コース） 975,240
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 11,436

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月17日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・産廃06]砂川高校外5校　産廃収集運搬処分委託 40,029

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・消防05]武蔵高校外６校消防用設備点検保守(後期) 362,880

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 ［準・消防10］東大和高校外４校消防用設備点検(後期) 173,448

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 ［準・消防10］東大和高校外４校消防用設備点検(後期) 31,752

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・消防01]八王子東高校外６校消防用設備点検(後期) 406,188

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・消防01]八王子東高校外６校消防用設備点検(後期) 79,488

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・消防02]富士森高校外６校消防用設備(後期) 404,352

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・消防02]富士森高校外６校消防用設備(後期) 87,048

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・01]昇降機設備定期点検保守委託(西部①)(1～3月) 2,436,480

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・01]昇降機設備定期点検保守委託(西部①)(1～3月) 1,668,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃55]都立あきる野学園　建物清掃委託 931,629

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場02]農業高校　農場管理委託 344,433

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・構内電話03]片倉高校外22校　構内電話点検保守 256,289

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・構内電話03]片倉高校外22校　構内電話点検保守 42,077

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,094,807

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 3,821,675

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館01]富士森高校外11校　図書館管理業務委託 4,549,050

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館03]町田高校外11校　図書館管理業務委託 4,259,977

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月22日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館03]町田高校外11校　図書館管理業務委託 4,759,455

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・建物清掃13]都立翔陽高等学校　建物清掃委託 520,052

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・便所清掃09]町田の丘学園外１校　便所清掃委託 202,284

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・農場02]農業高校　農場管理委託 387,849

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 [準・不燃]片倉高校外22校　不燃資源収集運搬委託 7,048

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月23日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 [準・不燃]片倉高校外22校　不燃資源収集運搬委託 10,673

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・昇降機16]久留米西高校外1校昇降機設備点検保守 406,620

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・空調12]府中けやきの森学園空調点検(1～3月) 1,608,660

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備15]野津田高校外4校　機械警備 703,728

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備15]野津田高校外4校　機械警備 498,960

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・機械警備16]立川高校外6校　機械警備 1,303,147

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 [準・機械警備16]立川高校外6校　機械警備 213,840

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月24日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・芝生01]都立富士森高校外2校　芝生保護管理委託 1,003,729

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 〔準・温室〕農業高校　温室環境制御装置等点検保守 534,600

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館02]片倉高校外11校　図書館管理業務委託 3,581,197
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教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館02]片倉高校外11校　図書館管理業務委託 3,402,436

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月25日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 [準・図書館02]片倉高校外11校　図書館管理業務委託 3,987,088

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月29日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 都立小金井特別支援学校　室名札の買入れ（初度調弁） 417,312

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 都立昭和高等学校　オンライン英会話事業業務委託 1,098,664

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 日野高等学校外５校　産業廃棄物処理委託の支出 247,714

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 委託料 日野高等学校外５校　産業廃棄物処理委託の支出 380,517

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 日野高等学校外５校　産業廃棄物処理委託の支出 22,302

教育庁
東京都西部学校経
営支援センター

管理課 平成30年05月30日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 日野高等学校外５校　産業廃棄物処理委託の支出 53,524

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 149

教育庁
立川国際中等教育
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 105

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年05月09日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 幕取付器具設置作業委託 89,640

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年05月10日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 インターネットプロバイダ利用に係る経費の支出 1,350

教育庁
南多摩中等教育学
校

平成30年05月18日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度東京都立高等学校等被災生徒支援給付金支給 6,752

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 335

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 高等学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,296

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 小中学校費 中学校管理費 需用費 一般需用費 げた箱の購入 55,080

教育庁 三鷹中等教育学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 「東京グローバル10実施報告書」の印刷 399,600

教育庁 文京盲学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 513

教育庁 葛飾盲学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 892

教育庁 八王子盲学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,392

教育庁 大塚ろう学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,182

教育庁 立川ろう学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 立川ろう学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,375

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,121

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ガスレンジの修理 52,380

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 フォーク外９件の購入 75,654

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 サーモラベル外１２件の購入 134,892

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 キーホルダー名札外５７件の購入 241,473

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブルーシート外１４件の購入 162,081

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 シューズロッカー外８件の購入 66,311

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 「聴覚障害って？」リーフレットの印刷 81,000

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 電話料金の継続支払について 3,888

教育庁 葛飾ろう学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 オージオメータ校正委託 173,880
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教育庁 中央ろう学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,806

教育庁 北特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,199

教育庁 北特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬委託 58,228

教育庁 城南特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 毛布外21点の洗濯 368,496

教育庁 城南特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 633

教育庁 城北特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,809

教育庁 村山特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,467

教育庁 村山特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 焼却炉の廃棄について 267,300

教育庁 村山特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 焼却炉の廃棄について 32,400

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁
八王子東特別支援
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,876

教育庁 大泉特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,045

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,053

教育庁 墨東特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,252

教育庁 あきる野学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,733

教育庁 あきる野学園 平成30年05月17日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度第2回就学奨励費の誤支給にかかる追加支出 90

教育庁
府中けやきの森学
園

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,083

教育庁 青鳥特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 579

教育庁 王子特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 365

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,785

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 プール開放事業指導員等謝礼金の支払について 2,712

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 旅費 特別旅費 平成29年度　赴任旅費の支払いについて 51,539

教育庁
八王子特別支援学
校

平成30年05月14日 一般会計 教育費 社会教育費 社会教育振興費 報償費 第５回サタデースクール指導員謝礼金の支払 30,880

教育庁
しいの木特別支援
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,582

教育庁 七生特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,252

教育庁 町田の丘学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,604

教育庁 高島特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 159

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,702

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 280

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19

教育庁 矢口特別支援学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 報償費 安全衛生管理(産業医)業務の委託契約に係る支出(３月) 54,004

教育庁 羽村特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 990

教育庁
王子第二特別支援
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,116

教育庁 調布特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 447
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教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 平成29年度白衣洗濯の継続支払(単価契約) 2,160

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 199

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 リアカーの修理 287,172

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ピアノ調律 43,200

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 版画ローラー外61点の買入れ 208,201

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 消毒液外16点の買入れ 287,474

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 石けん外7点の買入れ 255,344

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 裁断機外5点の買入れ 277,439

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ミュージックベル外8点の買入れ 98,172

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 配膳車の買入れ 92,880

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 屋外掲示板の修理 51,840

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 カーテン外12点の買入れ 273,240

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 表看板の買入れ 63,936

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 椀外13点の買入れ 276,555

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 雑巾外7点の買入れ 290,973

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 はさみ外9点の買入れ 200,448

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 コンロ外6点の買入れ 255,960

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 マット用エッジ外5点の買入れ 242,956

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 物品棚の買入れ 336,787

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 砂シート外1点の買入れ 171,936

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 窓フィルムの買入れ 389,772

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 作業用棚の買入れ 199,584

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 スープ皿の買入れ 170,100

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 面ファスナー外1点の買入れ 118,044

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 つづりひも外5点の買入れ 270,845

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 知育教材外27点の買入れ 128,269

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 知育教材外27点の買入れ 149,904

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 みじん切り器外10点の買入れ 93,735

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 みじん切り器外10点の買入れ 19,440

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 鈴外36点の買入れ 275,009

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 鈴外36点の買入れ 14,812

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外10点の買入れ 47,790

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 インクカートリッジ外10点の買入れ 229,946

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月09日 一般会計 教育費 施設整備費 都立学校整備費 需用費 一般需用費 カーテン外8点の買入れ 255,128
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教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入（概算契約）の支出　（３月分） 3,136

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託 41,040

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月22日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 携帯電話の使用に係る電話料金の支出及び精算について 6,933

教育庁
小金井特別支援学
校

平成30年05月25日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 グリストラップ蓋の買入れ 155,520

教育庁 水元特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 558

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 509

教育庁 墨田特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 32

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 32

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,146

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,663

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞の購読（１～３月分） 10,029

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 東京新聞の購読（１～３月分） 10,029

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 月刊　発達教育の購入（１０月～３月分） 2,400

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購入代金の継続支払（１～３月分） 6,792

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 産経新聞外１点の購読代金の継続支払 12,003

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 卓上ボール盤の買入れ 61,560

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 テーブルの買入れ 284,904

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 改修工事に伴う物品の運搬委託 345,600

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 便所清掃委託 226,800

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 樹木のせん定 295,920

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 スピーカー外３点の買入れ 261,252

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 パーテーションの買入れ 399,600

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 学校案内の印刷 87,480

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 シングルベット外１３点の買入れ 376,596

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 問題集の買入れ 5,817

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 食器棚外５点の買入れ 271,544

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 食器棚外５点の買入れ 16,632

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 消火器の買入れ 92,836

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ラインテープ外１８点の買入れ 298,468

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 ラインテープ外１８点の買入れ 93,960

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ラインテープ外１８点の買入れ 3,132

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 改修工事に伴う物品の運搬 54,000

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託 59,400

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託 81,000
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教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スピーカー配線作業 72,792

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 スチール棚移動組立 66,960

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ハッピ外３点の買入れ 57,500

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 毎日小学生新聞の購読代金の継続支払（１～３月分） 4,740

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 読売新聞の購読代金の継続支払（１～３月分） 12,111

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 日本経済新聞の購読代金の継続支払（１～３月分） 15,482

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンの買入れ 382,935

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 敷布外洗濯代金の継続支払について（２月分） 399

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 敷布外洗濯代金の継続支払について（３月分） 1,655

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校(東ｺｰｽ)の旅客自動車による運送 211,680

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校 211,680

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月18日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 都立江東特別支援学校(中央)の旅客自動車による運送 175,608

教育庁 江東特別支援学校 平成30年05月21日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 長テーブル外２５点の買入れ 310,539

教育庁 中野特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 780

教育庁 足立特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 飛散防止フィルムの購入 341,109

教育庁 足立特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 足立特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,232

教育庁 足立特別支援学校 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成２９年度就学奨励費未支給分（振込支給）の支出 447,706

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 都立清瀬特別支援学校給食調理業務委託(単価契約)3月 2,175,120

教育庁 清瀬特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,156

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 763

教育庁 葛飾特別支援学校 平成30年05月11日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支払（３月分） 19,148

教育庁 港特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,575

教育庁 港特別支援学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 委託料 給食調理業務委託（単価契約）に伴う委託料　3月 1,557,360

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 141

教育庁
石神井特別支援学
校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ブランコの修理 216,000

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 832

教育庁 多摩桜の丘学園 平成30年05月14日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 継続雑誌の購入（概算契約）の支出について（3月分） 15,655

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 電気料金の支出（3月分） 549,103

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,566

教育庁 白鷺特別支援学校 平成30年05月10日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 工業用下水道料金の支出（3月分） 34,797

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 560

教育庁 板橋特別支援学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 光熱水費 平成29年度　工業用下水道料金の支払（３月分） 14,817

教育庁 田無特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 491
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教育庁
南花畑特別支援学
校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,343

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 203

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 釉薬外16点の購入 163,604

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 ホワイトボード2点の購入 158,760

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 殺菌消毒薬外24点の購入 48,934

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 殺菌消毒薬外24点の購入 93,744

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ等クリーニング（単価契約）の支出 4,492

教育庁
田園調布特別支援
学校

平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 役務費 シーツ等クリーニング（単価契約）の支出 2,430

教育庁 永福学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 バッテリーパック外13点の購入 230,874

教育庁 永福学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 ファイバーミキサー外16点の購入 273,074

教育庁 永福学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 18,326

教育庁 青峰学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 324

教育庁 南大沢学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 南大沢学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,094

教育庁 南大沢学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 コーヒーマシン点検整備委託 91,659

教育庁 南大沢学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度雑誌の購入（概算契約）に係る代金の支出 9,312

教育庁 南大沢学園 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ミシンの点検 14,688

教育庁 久我山青光学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,626

教育庁 練馬特別支援学校 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 38,330

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒外25点の購入 224,076

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 封筒外25点の購入 24,840

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 封筒外25点の購入 15,984

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 血圧計外11点の購入 77,241

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 書籍「英語カードあいさつと話しことば編」外21点購入 71,845

教育庁 武蔵台学園 平成30年05月15日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 書籍「英語カードあいさつと話しことば編」外21点購入 16,329

教育庁 志村学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,589

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ船堀コースの旅客自動車による運送（単価契約） 80,103

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ平井コースの旅客自動車による運送（単価契約） 79,747

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ綾瀬コースの旅客自動車による運送（単価契約） 80,362

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ亀有コースの旅客自動車による運送（単価契約） 81,810

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ青戸コースの旅客自動車による運送（単価契約） 83,116

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 1,226

教育庁 鹿本学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 71

教育庁 鹿本学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 使い捨て手袋外６点の買入れ 57,180
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教育庁 鹿本学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーテンレール外３点の買入れ 76,194

教育庁 鹿本学園 平成30年05月07日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞外2点の購入契約における継続支払 18,237

教育庁 鹿本学園 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ金町コース旅客自動車による運送（単価契約） 81,777

教育庁 鹿本学園 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ篠崎コースの旅客自動車による運送（単価契約） 54,000

教育庁 鹿本学園 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ小岩コースの旅客自動車による運送（単価契約） 55,188

教育庁 鹿本学園 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ南葛西コースの旅客自動車による運送（単価契約） 56,052

教育庁 鹿本学園 平成30年05月09日 一般会計 教育費 教育管理費 学校保健給食費 需用費 一般需用費 フードカッター修理 69,260

教育庁 鹿本学園 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ篠崎コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 42,444

教育庁 鹿本学園 平成30年05月09日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ小岩コース旅客自動車による運送（単価契約）の支出 42,660

教育庁 鹿本学園 平成30年05月10日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 フルカラープリント用紙外４点の買入れ 58,378

教育庁 鹿本学園 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 カーテンの洗濯委託 140,123

教育庁 鹿本学園 平成30年05月15日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 使用料及賃借料 Ｓ柴又コースの旅客自動車による運送（単価契約） 54,000

教育庁 鹿本学園 平成30年05月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 木製隅丸額の買入れ 82,080

教育庁 鹿本学園 平成30年05月29日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 カーシート外１点の買入れ 323,085

教育庁 水元小合学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 3,888

教育庁 水元小合学園 平成30年05月25日 一般会計 教育費 特別支援学校費 就学奨励費 扶助費 平成29年度就学奨励費随時支払分の支出について 150,000

教育庁 水元小合学園 平成30年05月31日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 自動ドア保守点検委託 94,478

教育庁 城東特別支援学校 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 委託料 給湯設備点検委託 103,356

教育庁 城東特別支援学校 平成30年05月08日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 発達教育の購読 4,800

教育庁 城東特別支援学校 平成30年05月16日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 雑誌の購読代金の継続支払について 10,889

教育庁 光明学園 平成30年05月01日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 866

教育庁 光明学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 学校案内の印刷 66,960

教育庁 光明学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 特別支援学校費 管理費 需用費 一般需用費 地球儀外25点の買入れ 247,581

教育庁 光明学園 平成30年05月02日 一般会計 教育費 教育指導奨励費 指導研修費 需用費 一般需用費 地球儀外25点の買入れ 14,958

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,992

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 平成29年都議選不在者投票特別経費の支出（その52） 7,530

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 選挙費 管理費 役務費 平成29年衆院選国民審査不在者特別経費支出（その48） 5,271

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 平成29年都議選不在者外部立会人の支出(その5) 1,259

選挙管理委員会事務
局

総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 選挙費 都議会議員選挙費 役務費 平成29年都議選の不在者投票特別経費の支出(その53） 6,024

監査事務局 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 都議会情報の購入について 38,880

監査事務局 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 監査委員費 委員費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出(平成30年3月分ｼｽﾃﾑ外) 1,068

監査事務局 総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 使用料及賃借料 電子ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(その3)に関する経費の支出(3月分) 3,780

監査事務局 総務課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 委託料 平成29年システム監査業務等委託 10,584,000

監査事務局 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 建設物価外２点の購入 66,900
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監査事務局 総務課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 需用費 一般需用費 積算資料外２点の購入 66,852

監査事務局 総務課 平成30年05月23日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 旅費 普通旅費 近接地内出張旅費の支出(平成30年3月)ｼｽﾃﾑ処理分 158,967

監査事務局 総務課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 監査委員費 管理費 委託料 東京都監査事務局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ業務委託 3,218,400

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 需用費 一般需用費 平成29年度新聞（一般日刊紙）の購読（3月分） 74,201

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 平成29年度地域支援者向け講習会の講師の謝礼金の支出 49,385

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区２） 833,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区４） 524,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区７） 524,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区８） 524,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区９） 537,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区11） 524,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区12） 524,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区14） 549,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区15） 582,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 交通情報板における視認性確認のための画面表示委託 64,800

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区16） 625,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度「こころの東京革命」補助金（練馬区外2件） 798,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区１） 2,457,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区３） 1,249,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（北区６） 1,231,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 青少年の健全育成に係る情報誌への記事掲載業務委託 2,525,148

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（福生市） 201,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

自動通話録音機設置促進補助金の支出（青梅市） 34,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成30年東京都暴走族追放強化期間ﾎﾟｽﾀｰ原画制作委託 162,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出（H30.3月実績、システム処理分） 176,215

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月09日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度「こころの東京革命」補助金（大田区外１件） 2,000,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（大田区） 400,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（世田谷区） 932,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（青梅市） 882,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出(大田区追加) 14,211,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（練馬区） 20,954,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 渋滞解消啓発バス車体利用広告（外側板）の業務委託 380,160

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（三鷹市２） 1,304,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（八王子市） 1,020,000
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（台東区） 15,028,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度「こころの東京革命」補助金（文京区外１件） 829,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(多摩市) 113,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月14日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(品川区) 321,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月15日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 災害時情報提供サービス普及チラシ等原版作成委託 69,120

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 子供スマホ利用啓発リーフレット他2件の梱包及び配送 479,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 子供スマホ利用啓発リーフレット他2件の梱包及び配送 190,514

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 児童ポルノ被害防止リーフレット他1件の梱包及び配送 33,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 役務費 児童ポルノ被害防止リーフレット他1件の梱包及び配送 366,600

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（江東区２） 11,056,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出(江東追加3) 6,238,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（江戸川区） 9,666,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（大田区） 38,280,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(板橋区) 415,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(国分寺) 855,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(小平市) 1,188,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出(改善・品川) 132,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区10） 693,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月21日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（福生市） 800,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（目黒単独） 12,570,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（国分寺市） 1,241,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（小金井市） 6,806,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区１） 1,861,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区９） 1,732,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区７） 2,772,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区５） 1,291,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区11） 1,732,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区６） 1,354,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区８） 2,425,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区４） 1,260,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（葛飾区） 11,721,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（文京区） 16,364,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（目黒連携） 12,633,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(葛飾区) 2,000,000
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青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（足立区） 13,452,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（荒川区） 12,721,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区12） 472,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 青少年の性被害等の防止啓発広報業務企画・運営委託 13,810,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 青少年の性被害等の防止啓発広報業務企画・運営委託 500,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 青少年の性被害等防止普及啓発ＤＶＤ教材制作委託 8,640,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 平成29年度青少年の性被害根絶啓発講演会実施委託 4,206,600

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（世田谷区） 18,454,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（台東区） 620,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（荒川区） 818,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月25日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度子供若者自立等支援体制整備補助金(調布市) 256,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出(足立区追加) 932,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 ﾈｯﾄ犯罪被害防止及びﾈｯﾄﾘﾃﾗｼｰ向上啓発講習用動画制作 1,224,936

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（台東区） 3,811,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区２） 1,890,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（練馬区） 2,198,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出(練馬区追加) 400,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（豊島区） 400,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出(荒川区追加) 683,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 報償費 平成29年度東京都青少年健全育成協力員活動経費の支出 2,665,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（豊島区） 14,636,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（品川区） 18,384,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出(品川区追加) 3,389,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（八王子市） 9,669,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（東村山市） 5,125,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（千代田区） 8,972,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（中央区３） 4,378,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

地域における見守り活動支援補助金の支出（狛江市） 2,366,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

区市町村立公園防犯設備整備補助金の支出（荒川区） 7,282,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 確定払旅費の支出（H29実績、旅費システム処理分） 13,694

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月29日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（新宿区） 452,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

29年度「こころの東京革命」補助金（日野市外１件） 783,000

青少年・治安対策本
部

総合対策部 総務課 平成30年05月30日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費
負担金補助及交付
金

平成29年度「こころの東京革命」補助金（昭島市） 985,000

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ(長期継続契約)（3月分） 64,152
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オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 シュレッダーの借入れ(長期継続契約)(3月分) 18,576

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(3月分) 7,074

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(3月分) 7,074

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器(AED)の借入(長期継続契約)(3月分) 4,860

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 委託料 平成２９年度ホームページ運用業務委託に係る支出 2,989,440

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 複写サービス及びファクシミリに関する支出（３月分） 303,230

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 旅費 普通旅費 定日払い旅費の支出について（システム外４月例月分） 3,144

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月11日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 タクシー供給契約に係る支出（３月分） 359,044

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（11月分） 62,260

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（11月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（11月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（11月分） 24,648

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（11月分） 26,741

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（12月分） 62,260

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（12月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（12月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（12月分） 24,648

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（12月分） 26,741

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（1月分） 62,260

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（1月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（1月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（1月分） 24,648

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（1月分） 26,741

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（2月分） 62,260

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（2月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（2月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（2月分） 24,648

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（2月分） 26,741

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（3月分） 62,260

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（3月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（3月分） 23,388

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（3月分） 24,648

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 新聞の購入（総価契約）に係る支出について（3月分） 26,741

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月22日 一般会計 総務費 総務管理費 職員研修費
負担金補助及交付
金

平成29年度自己啓発支援事業に係る支援金の交付 223,100
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オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
スポーツ振興管理
費

管理費 需用費 一般需用費 ロッカーの買入れに係る支出について 296,352

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 4,519,593,176

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 90,303,646

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 240,580,599

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 44,924,770

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 7,377,880

オリパラ準備局 総務部 総務課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度 共同実施事業に係る負担金の支出 31,347,474

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(狛江市ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 717,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 指定管理者評価委員会業務支援委託 2,376,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 光熱水費 RWC2019大型看板に係る電気料金の支払い（2018年3月） 2,442

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(東久留米市滝山） 1,339,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 新たな東京都スポーツ推進計画の策定支援業務委託 6,987,600

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29ｽﾎﾟｰﾂTOKYOｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ等 629,640

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 RWC2019のぼり旗及び横断幕の買入れ 1,511,136

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29公園内運動器具整備費補助金の支出（葛飾区） 2,970,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成２９年度３月分タクシーチケットの支払い 398,562

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 H29RWC2019プロモーション業務等委託（単価契約） 4,145,314

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（東久留米市SC） 1,983,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（羽村市SC） 6,633,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（江東区運動場） 31,816,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(品川区ﾌｯﾄｻﾙ) 19,597,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（品川区ｽｹｰﾄ） 29,852,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（狛江市体育館） 358,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年度東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進ﾓﾃﾞﾙ企業表彰式運営委託 996,030

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進ﾓﾃﾞﾙ企業表彰楯の買入れ 213,840

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出（4月確認分）について 51,663

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 特別旅費 旅費の支出（4月確認分）について 9,617

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29有明テニスの森公園指定管理料の支払（第４四半期） 47,097,302

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度複写サービスに関する契約（その2）の支出 235,332

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 報償費 東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進モデル企業選定委員会経費の支出 49,980

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年度東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進企業取組事例集の原稿作成 842,400

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 JFA人工芝公認更新経費の支出（駒沢第二・補助） 64,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 JFA人工芝公認更新経費の支出（駒沢第二・補助） 832,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 シュレッダーの買入れ 233,280
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オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度複写機・ファクシミリ複合機借入に係る支出 5,616

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度ファイルサーバ等の借入れに係る支出 30,024

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 平成29年度プリンターの借入れに係る支出 18,252

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

駒沢屋内球技場・第一球技場開所式に係る支出手続き 10,000,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 H29東京都ラグビー情報ページの運用更新業務委託 2,725,920

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（府中市） 163,413,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29駒沢公園総合運動場指定管理料の支払 125,413,734

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月23日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 診察台外2点の買入れ 280,281

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29若洲ヨット訓練所の指定管理料の支払(第4四半期) 10,107,870

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（台東区・公園） 3,504,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（狛江市元和泉） 10,104,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（武蔵野市） 60,934,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 RWC2019開催基本契約の補充契約締結支援 217,583

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（北区北運動場） 2,447,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（北区赤羽） 3,510,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出（5月確認分）について 85,063

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 スポーツを通じた健康増進に関する調査研究業務委託 23,976,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 フロアマット外１４点の買入れ 808,660

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 フロアマット外１４点の買入れ 548,100

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 移動チケット売り場の買入れ 1,576,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 フォークリフトの買入れ 1,533,600

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 カゴ台車外６点の買入れ 432,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 カゴ台車外６点の買入れ 1,047,600

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 冷蔵庫外６点の買入れ 178,200

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 冷蔵庫外６点の買入れ 2,572,560

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 暗幕ロールスクリーン外30点の買入れ 1,421,280

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 暗幕ロールスクリーン外30点の買入れ 83,160

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 平成29年度東京都ｽﾎﾟｰﾂ推進企業取組事例集の印刷 1,911,600

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 東京都スポーツ推進総合計画(仮称)の印刷 1,661,040

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 働き世代の運動習慣定着化ガイドブックの印刷 1,047,600

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（青梅市・公園） 1,625,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（福生市・公園） 2,967,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（板橋区プール） 95,155,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（世田谷希望丘） 31,070,000
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オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（町田市） 3,377,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29公園内運動器具整備費補助金の支出（江戸川区） 3,132,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（調布市） 12,300,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（利島村） 4,104,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金支出（町田陸競トイレ） 4,236,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京スタジアムのフィールド芝導入実験業務委託 8,277,120

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29公園内運動器具整備費補助金の支出（文京区） 1,059,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(練馬区希望が丘) 29,735,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(練馬区・北大泉) 17,593,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（江戸川ｱｰﾁｪﾘｰ） 21,260,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（足立区興本） 3,192,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(三鷹市サッカー） 28,981,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（三鷹市野球場） 40,923,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(三鷹市テニス) 31,779,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(三鷹市多目的) 40,589,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(葛飾区水元多目) 100,000,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(葛飾区水元テニ) 70,428,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(葛飾区奥戸) 81,874,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 排水槽の清掃及び廃棄物の収集運搬委託 64,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 排水槽の清掃及び廃棄物の収集運搬委託 151,200

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（豊島区体育館） 1,479,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 コンテナの買入れ 492,048

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 ロールスクリーン外23点の買入れ 1,500,120

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 ロールスクリーン外23点の買入れ 82,620

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 武蔵野の森総合スポーツ施設利用申込受付業務委託 107,049

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29東京体育館指定管理料の支払(第4四半期) 80,856,452

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29東京武道館の指定管理料の支払(第4四半期) 64,686,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 タッチ板の買入れ 16,740,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金支出（杉並永福体育館） 100,000,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金支出（杉並永福ビーチ） 30,965,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（東大和・空調） 39,909,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 電光掲示装置外３点の買入れ 28,836,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 電光掲示装置外３点の買入れ 302,400

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 雑誌架外５点の買入れ 376,272
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オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 備品購入費 雑誌架外５点の買入れ 2,377,728

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年度東京辰巳国際水泳場の指定管理料の支払い 151,327,750

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（町田市緑ヶ丘） 6,932,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（品川区天王洲） 26,498,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出(武蔵野市ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ) 8,026,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（あきる野市ﾃﾆｽ） 11,866,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（渋谷区ＳＣ） 7,364,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（大田区昭和島） 60,371,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29公園内運動器具整備費補助金の支出（墨田区長浦） 3,576,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 普通旅費 旅費の支出について（支出審査不適合是正分の支出） 20,857

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

２９調布庁舎等の施設管理業務等の支払い（3月分） 2,310,366

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 産業廃棄物の処分委託（単価契約） 12,960

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入契約解除について 57,324

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

H29スポーツ施設整備費補助金の支出（文京区ＳＣ） 194,144,000

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年武蔵野の森総合スポーツプラザ指定管理料支払 44,452,800

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年武蔵野の森総合スポーツプラザ指定管理料支払 66,679,200

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 812,322

オリパラ準備局 スポーツ推進部 調整課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 産業廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 295,218

オリパラ準備局 スポーツ推進部 事業推進課 平成30年05月02日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 ﾏﾗｿﾝ祭り2018実施に係るｲﾍﾞﾝﾄ企画運営等業務委託 75,049,200

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年05月02日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 ２９大会実施段階環境アセス全体計画更新等業務委託 77,901,381

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 機密文書リサイクル委託（単価契約）の支払い 36,806

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 機密文書リサイクル委託（単価契約）の支払い 4,320

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 ファイルサーバの借入れ(長期継続契約)3月分 51,840

オリパラ準備局 大会施設部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 書籍の買入れ(建築設備設計基準外9件) 63,930

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 輸送センター基本構想策定支援業務委託 12,744,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 新規恒久施設ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ導入広報戦略提案業務委託 30,240,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 新規恒久施設の備品配備支援業務委託 27,000,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月11日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 新規恒久施設の開設準備支援業務委託 21,572,784

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 観客・スタッフ輸送関連調査委託（その５） 19,947,600

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月18日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 選手村宿泊施設の３Ｒに関する業務委託 4,968,000

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第一課 平成30年05月24日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 アーバンスポーツ等に係る調査分析業務委託 2,959,200

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ利用に関わる受信契約(29年度) 32,400

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年05月11日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 使用料及賃借料 「積算資料電子版」の契約（平成29年度） 47,520

オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 駒沢運動場(29)受水槽改修工事実施設計 1,188,000
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オリパラ準備局 大会施設部 施設整備第二課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 工事請負費 調布庁舎(29)防火設備改修工事 275,400

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 競技会場等建設状況の撮影委託（有明アリーナ） 2,577,960

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(3月分) 4,428

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ（長期継続契約）(3月分) 3,780

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ｼｭﾚｯﾀﾞｰの借入れ(長期継続契約)(3月分) 21,708

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ等の借入れ(長期継続契約)(3月分) 47,088

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度ﾌﾟﾘﾝﾀｰの借入れ(長期継続契約)(3月分) 4,320

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽ及びﾌｧｸｼﾐﾘに係る支出(3月分) 249,530

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 平成29年度複写ｻｰﾋﾞｽ及びﾌｧｸｼﾐﾘに係る支出(3月分) 220,325

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 労働者派遣(広報業務)(単価契約)に係る経費の支出 259,459

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 ホームページにおけるウェブコンテンツ素材作成委託 972,000

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 競技施設整備予定地における標識の作成及び設置委託 975,801

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 平成29年度東京都ﾀｸｼｰ供給契約に係る継続支払(3月分) 1,205,492

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月15日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 システム外旅費の支出について 1,596

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月17日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 システム外旅費の支出（組織委）（9、11、1～3月） 74,556

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について(5月例月・平成29年度分) 690,548

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 特別旅費 定日払旅費の支出について(5月例月・平成29年度分) 1,444

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 トナーカートリッジの買入れ 299,948

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 物品の保管配送委託(単価契約)に係る支出(2月分) 274,536

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 物品の保管配送委託(単価契約)に係る支出(3月分) 79,396

オリパラ準備局 計画推進部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平昌大会オブザーバープログラム負担金 29,903,904

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ ﾌﾗｯｸﾞﾂｱｰ企画運営委託 59,904,360

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ普及啓発事業委託（単価契約） 2,367,360

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

東京2020大会1000日前事業の負担金の支出 34,000,000

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月08日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 多言語対応等の情報収集・記事作成及び更新等業務委託 5,845,500

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月14日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 オリ・パラフラッグ展示運営業務等委託 1,768,392

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月14日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 被災地復興支援映像ＤＶＤ作成及びリーフレット印刷 1,458,000

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月16日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

需用費 一般需用費 ポスターの印刷 247,320

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月21日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 平成29年度事前キャンプホームページ運用業務委託 2,175,120

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月22日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

Tokyo 2020 JAPAM HOUSE事業の負担金の支出について 197,624,962

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 シティドレッシング基本計画等策定支援業務委託 30,024,000

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 平昌大会期間中のオリパラ関連展示運営業務等委託 534,600

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 平昌2018大会ライブサイト等事業企画及び実施業務委託 499,998,264

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度　スポーツ施設整備費補助金の支出について 29,364,000
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オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度スポーツ振興等事業費補助金の支出について 321,716,000

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 区市町村における事業展開促進企画運営等業務委託 28,058,400

オリパラ準備局 計画推進部 事業推進課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京2020大会の祝祭拠点の基本方針等検討支援業務委託 950,400

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月01日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京2020大会に向けた事案想定訓練基本計画策定委託 28,080,000

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京ボランティアナビ運用業務委託 1,270,080

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する研修計画策定支援等業務委託 89,640

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月14日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

役務費 オリパラ競技大会に関する資料翻訳（単価契約）の支出 2,175,062

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月21日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 東京2020・RWC2019都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集気運醸成事業委託 84,890,000

オリパラ準備局 計画推進部 運営課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

委託料 都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する運用計画策定支援等業務委託 9,180,000

オリパラ準備局 計画推進部 競技・渉外課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

負担金補助及交付
金

平成29年度統合マップ導入・運営実施負担金の支出 1,862,730

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 旅費 特別旅費 旅費の支出について（４月支払分） 5,034

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月07日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 旅費の支出について（４月支払分） 58,409

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月09日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

使用料及賃借料 ファイルサーバー等の借入れ（平成29年度3月分） 44,226

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月11日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 バック型クリアファイルの点字印刷 583,200

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 障害者スポーツ普及啓発映像のＤＶＤ等の印刷 628,560

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月28日 一般会計 スポーツ振興費
オリンピック・パ
ラリンピック準

オリンピック・パ
ラリンピック準備

旅費 普通旅費 定日払旅費の支出について（５月確認、29年度予算分） 906

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月29日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 需用費 一般需用費 障害者スポーツ普及啓発映像のリーフレットの印刷 299,700

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 東京都パラリンピック体験プログラム企画運営委託 97,200,000

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発映像使用期間変更の権利処理委託 9,991,080

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29年度メディアを活用した情報発信等企画運営委託 202,399,999

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月30日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 29年度ﾒﾃﾞｨｱを活用した企画のﾃﾚﾋﾞ番組等放映業務委託 129,600,000

オリパラ準備局 パラリンピック部 調整課 平成30年05月31日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成２９年度障害者スポーツ観戦促進事業企画運営委託 507,999,999

オリパラ準備局 パラリンピック部 障害者スポーツ課 平成30年05月10日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 役務費 第2回障害者スポーツ実務者会議速記委託の経費支出 33,480

オリパラ準備局 パラリンピック部 障害者スポーツ課 平成30年05月15日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 報償費 平成３０年度認定員会開催に伴う経費の支出（パラ） 10,180

オリパラ準備局 パラリンピック部 障害者スポーツ課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費
負担金補助及交付
金

平成29年度IF等公認大会増加の取組事業費補助金の支出 5,000,000

オリパラ準備局 パラリンピック部 障害者スポーツ課 平成30年05月25日 一般会計 スポーツ振興費 スポーツ推進費 スポーツ推進費 委託料 平成29年度障害者ｽﾎﾟｰﾂ団体基盤強化事業業務委託支出 2,954,124

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 98,028

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,758

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,815

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 20,150

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,710

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,412

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,001

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,363
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警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 962

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 40,866

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 4,390

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 13,253,290

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 37,376

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,824

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,140

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,498

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,926

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,713

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 総務部 企画課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,408

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,979,999

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,659,200

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 43,401

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 17,669

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,940

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 71,513

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 140,403

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 703

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,384

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,044

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,080

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 警察情報管理システムの運営に要する経費 25,993

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,052

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 249,847

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 856,124

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,324,323

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,350,270

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,011,599

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,102,760

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 6,161,400

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,166,400

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,802,826
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警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 4,922,189

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,621,620

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,973,789

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,408,679

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,229,638

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 職員の福利厚生に要する経費 1,689,120

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 3,653,121

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 4,965,840

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 42,868,440

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 46,682,741

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,706,560

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 5,298,480

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 6,372,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 広報活動に要する経費 64,800

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 3,095,820

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 7,742,628

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 27,000,000

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 20,764,134

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 7,428,801

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 125,388

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 5,630,472

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 20,694

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 警察情報管理システムの運営に要する経費 16,091

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 856,124

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 1,607,310

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 警察情報管理システムの運営に要する経費 14,171,608

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,102,760

警視庁 総務部 情報管理課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 警察情報管理システムの運営に要する経費 2,072,069

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 804

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 987

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,577

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 166

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,270

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,592
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警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,140

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,420

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,927

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,292

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 566

警視庁 総務部 広報課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 広報活動に要する経費 3,173,164

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,556,738

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 196,567

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,308,182

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 50,249,206

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 4,247,733

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 430,305

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 926,100

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 8,276,341

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 723,460

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 178,000

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 99,385

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 91,800

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 8,998,205

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,672,200

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 120,401

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,082,613

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,158,399

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 329,595

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 65,484

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,069,234

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,533

警視庁 総務部 会計課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,067

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 305,908

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 191,580

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 30,062

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 526,635

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 10,044

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 62,061
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警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 138,151

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 191,154

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 430,403

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 32,246

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 88,393

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 656,375

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 623,828

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 473,682

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 557,371

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 24,321

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 3,662,280

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 44,700

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 49,248

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,266,679

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 420,120

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 424,440

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 293,760

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 19,077

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 135,550

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 1,254,589

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 140,968

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 164,484

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 52,998

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 28,260

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 3,896,802

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 7,952,431

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 112,020

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 1,119,744

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 10,260

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 29,729,700

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,913,005

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 備品購入費 施設の整備に要する経費 74,304

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 8,942,745

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 2,361,744
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警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 37,800

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 備品購入費 施設の整備に要する経費 323,460

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 666,360

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 955,692

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 756,972

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 283,500

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 68,850

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 一般管理費に要する経費 834,342

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,885,680

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 248,702

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,485,475

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 146,882

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,475

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 606,916

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 247,505

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 38,518

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 330

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 872,208

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 227,448

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 8,103,534

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,616,353

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 712,562

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 22,012

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 212

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 127,554

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 328,804

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 417,060

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 383,824

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 373,777

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 35,758

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 519,910

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 506,428

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 18,776

336 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 11,959

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 11,158,842

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 16,372,424

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 32,159,160

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 88,225

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 12,562,374

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 514,522

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 備品購入費 一般管理費に要する経費 964,224

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 588,816

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 需用費 一般需用費 施設の整備に要する経費 1,305,720

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 774,036

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 908,280

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 160,920

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 273,240

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 6,931,532

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 1,059,674

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 371,520

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 223,689

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 9,420,073

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 15,276,570

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 7,366,464

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 3,130,920

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 260,668

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 93,096

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 9,525

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,315,492

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 36,205,056

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 1,005,696

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 310,748

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 364,694

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 136,447

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 589,356

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 16,190,926

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 39,978
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警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 2,972

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 37,881

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 110,123

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 547,600

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 534,355

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 46,744

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 55,728

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 24,786

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 60,472

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 32,462

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 181,191

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 490,752

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 警察装備器材の管理に要する経費 4,770,384

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 390,684

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 1,207,907

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 902,518

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 342,105

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 634,371

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 502,682

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 798,933

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 199,686

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 468,115

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 509,096

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 10,044

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 69,880

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 148,768

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 202,680

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 467,107

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 42,056

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 88,317

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 678,271

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 720,716

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 504,797

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 690,577
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警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 32,977

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 124,067

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 311,846

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 413,525

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 368,955

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 336,986

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 15,429

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 502,500

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 513,166

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 14,406

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 13,917

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 31,530

警視庁 総務部 用度課 平成30年05月29日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 27,578

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 969,408

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 39,318

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 711

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,319

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,014

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,153

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,810

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,847

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 31,169

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,780

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 26,968

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 55,786

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,253,579

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,475,981

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 464,400

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 858,600

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 33,480

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 5,961

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 61,776

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 241,272

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 33,096,600
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警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 5,255,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 29,808,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,575,426

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 1,887,289

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 3,455,298

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 491,022

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 6,901,200

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 8,918,100

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,964,084

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 5,857,920

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 使用料及賃借料 通信施設の管理に要する経費 1,271,700

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 6,420,340

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 800,280

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 73,764

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 713,340

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 122,688

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 396,900

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 344,736

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 10,770,192

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 25,751,520

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 62,432,689

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 30,621,132

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 819,396

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 411,134

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 通信施設の管理に要する経費 19,921,680

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 1,253,923

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 10,152,000

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 306,622

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 178,416

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 2,747,131

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,867,050

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 67,763,599

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 9,852

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 6,032,556
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警視庁 総務部 装備課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 330,480

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,140,480

警視庁 総務部 装備課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被服の調製に要する経費 542,120

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,599,073

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,882,764

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,687,284

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 旅費 普通旅費 施設の整備に要する経費 717,641

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,140

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 228,900,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 旅費 普通旅費 施設の整備に要する経費 284,856

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,988

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 610,740

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,803,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,008,345

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 39,799,040

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 292,680

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 291,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 496,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 180,360

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 360,000,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 37,120,463

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,576,368

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,028,451

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,722,600

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,251,584

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,554,120

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,549,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,718,436

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 875,880

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 3,038,980

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 委託料 消防施設の整備に要する経費 309,020

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 21,771,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 43,981,520

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 4,795,200
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警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 44,340,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 54,045,360

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 31,108,560

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 14,708,864

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,583,280

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,239,840

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 1,490,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 226,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 3,693,265

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 2,733,012

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 349,920

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 4,900,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 953,300,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 442,777

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 2,787

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 2,587

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 14,500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,401,936

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 157,888,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 14,922,560

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 工事請負費 施設の改修に要する経費 8,650,964

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 13,600,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 16,800,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 41,198,820

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 13,016,855

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,536,840

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 745,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,353,240

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,100,442

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,102,760

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,850,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,292,868

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 28,993,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 287,928
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警視庁 総務部 施設課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,478,433

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 706,320

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 104,036,201

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 消防施設の整備に要する経費 10,017,799

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 8,360,720

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 10,754,320

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 委託料 施設の整備に要する経費 500,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 128,400,000

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 改修費 委託料 施設の改修に要する経費 1,878,400

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 400,723

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 7,436,498

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,800,144

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,576,800

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,696,637

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,041,120

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,899,152

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,071,468

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,703,700

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,894,320

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 3,717,165

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 583,200

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 2,219,146

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 使用料及賃借料 施設の管理に要する経費 12,960

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費
負担金補助及交付
金

施設の管理に要する経費 14,940

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 1,649,160

警視庁 総務部 施設課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 工事請負費 施設の整備に要する経費 360,000,000

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 12,386

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 94,893

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 29,980

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,418

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 2,740,888

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 被留置者（留置施設）の管理に要する経費 1,612,016

警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 116,961
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警視庁 総務部 留置管理第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 102,729

警視庁 総務部 留置管理第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,290

警視庁 総務部 取調監督室 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 98,800

警視庁 総務部 取調監督室 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 124,293

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 139,039

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 25,472

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,724

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 165

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 121,872

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,498

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,220

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 69,285

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,523

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 23,960

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,228

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 69,930

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 82,932

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,654

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 26,057

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,283

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,646

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 660

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 13,400

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 5,889

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 12,741

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 12,843

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 118,352

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 4,243

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 1,058

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 43,747

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 44,767

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 329,549

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 278,113

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,829
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警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 需用費 一般需用費 一般管理費に要する経費 72,400

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 14,739

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,660

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,950

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,802

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 660

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,479

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,561

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 38,918

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,078

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,076

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,030

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 27,039

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,496

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,839

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 75,932

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,429

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,649

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,293

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 72,937

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 86,848

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 13,471

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 9,644

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 9,875

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 5,845

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 1,852

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 649

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員及び民間協力者の表彰に要する経費 45,125

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 101,478

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 754,825

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 304,191

警視庁 警務部 人事第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,100

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 15,418
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警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 102,972

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 49,774

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 41,712

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 407,545

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 146,415

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 44,730

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 51,299

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 1,404,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 754,747

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の採用及び任用試験に要する経費 136,836

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 124,200

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 3,747,600

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 8,618,400

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 3,758,400

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 6,328,800

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 58,998,186

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 324,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 役務費 職員の採用及び任用試験に要する経費 1,863,000

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の採用及び任用試験に要する経費 4,470,120

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 38,810

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 1,657

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 65,930

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 59,241

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 90,682

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 52,886

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,074

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 4,051

警視庁 警務部 人事第二課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の採用及び任用試験に要する経費 495,479

警視庁 警務部 訟務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 訴訟及び賠償に要する経費 12,060

警視庁 警務部 訟務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 訴訟及び賠償に要する経費 4,556

警視庁 警務部 給与課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 退職手当及年金費 恩給費 旅費 普通旅費 恩給費に要する経費 3,248

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 職員の福利厚生に要する経費 15,840

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 236

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 86,817
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警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 66,531

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 12,926

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 2,524

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 2,943

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 574

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 556

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 330

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 委託料 職員の福利厚生に要する経費 14,373

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 備品購入費 職員の福利厚生に要する経費 1,833,591

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 需用費 一般需用費 職員の福利厚生に要する経費 5,976,720

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 980,100

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 8,361

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 13,188

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 25,832

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 3,529

警視庁 警務部 厚生課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 福利厚生費 旅費 普通旅費 職員の福利厚生に要する経費 330

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 581,110

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 18,414

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 28,977

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 986

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,096

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 7,060

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 8,316

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,540

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,304

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 35,728

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 122,774

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 138,052

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 25,450

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 6,475

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 25,159

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 534

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 6,702
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警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,016

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,424

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 5,420

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 245,440

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 75,664

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 107,752

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,356

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 330

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 52,673

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 574

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 390

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 330

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,132

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,078

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,530

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 77,168

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 162,547

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 138,288

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 135,863

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 136,872

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 22,711

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 30,610

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 7,983

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 6,894

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 12,425

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 210,716

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 669

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 864

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 696

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 330

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 824

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 825

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 494
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警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 35,506

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 124,600

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 125,320

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 備品購入費 職員の教養に要する経費 319,680

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 315,792

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 182,726

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 367,416

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 備品購入費 職員の教養に要する経費 249,264

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 72,441

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 42,984

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 職員の教養に要する経費 211,680

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 52,920

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 6,768,000

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 6,074,848

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 3,109,063

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 266,879

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 7,366,302

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 9,237,412

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 3,279,495

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 36,850

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 112,691

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 1,168,402

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月22日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通訳センタ－の運営に要する経費 109,591

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 7,841,610

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 506,690

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 460,869

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 36,954

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 166,873

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 147,882

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 62,854

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 80,792

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 10,112

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 7,846

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 77,029
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警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 24,917

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 357,882

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 221,823

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 43,210

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 17,463

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 158,852

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 51,221

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,280

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 166,073

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 349,765

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 42,433

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 14,174

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 66,666

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 179,841

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 254,237

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 99,690

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 25,825

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 21,424

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 14,868

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 18,400

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 10,122

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 7,653

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,402

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 495

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 556

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 119,457

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 182,502

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 47,453

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 17,300

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 203,554

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,234

警視庁 警務部 教養課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 60,000

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 1,414,368

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,598
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警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 59,823

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 45,658

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 11,696

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 282,236

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 5,558,544

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 1,080

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 144,936

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 401,436

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 30,165

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 85,600

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 職員の健康管理に要する経費 2,419,200

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 報償費 職員の健康管理に要する経費 162,000

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 907

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 委託料 職員の健康管理に要する経費 837,615

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 3,189,936

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 3,190,562

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 1,051,262

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 2,939,278

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 1,046,376

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 3,049,130

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 719,202

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費
負担金補助及交付
金

職員の健康管理に要する経費 3,253,678

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 339,976

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 875

警視庁 警務部 健康管理本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 衛生管理費 旅費 普通旅費 職員の健康管理に要する経費 46,777

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 17,280

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 1,507,820

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 59,271

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 776

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 381

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 27,214

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 358,810

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 20,544

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 25,488
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 16,838

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 9,766

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 44,024

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 6,023

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 4,893

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 171,472

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 22,407

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 69,001

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 183,316

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 2,162

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 150,231

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,426

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 23,766

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,104

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 252,984

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 65,588

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,511

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 473,667

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 162,049

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,974

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,510

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,939

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 30,852

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,865

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,371

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,988

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,908

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,444

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 76,237

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 95,485

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 66,557

352 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,804

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,966

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,356

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 638

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 46,326

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,145

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,392

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,682

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 37,639

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,421

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 41,504

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,489

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 37,789

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 103,684

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 9,409,922

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,117,117

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 380,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 24,010,776

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 38,216,556

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月01日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 委託料 交通安全対策の推進に要する経費 6,960,816

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 17,462,399

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 19,561,479

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 18,584,999

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 6,537,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,033,236

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 2,212,941

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 2,235,870

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 使用料及賃借料 運転免許業務に要する経費 1,299,132

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 43,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 465,609

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 706,860

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 589,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,604,960
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 280,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 73,170

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 23,471

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 7,784

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 890,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 15,718

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 8,369

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 6,611

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 93,545

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 17,070

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

役務費 交通安全施設の管理に要する経費 453

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 996,302

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 46,188,929

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 38,340,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 3,789,899

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 28,080,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 853,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 387,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,447,438

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 20,391,480

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 519,825

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,835,335

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 31,257,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 139,104,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 35,316,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 41,599,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 86,400,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,185,131

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,794,869

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,220,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 615,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,513,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 734,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,256,000
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 9,508,229

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 2,931,881

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 2,895,890

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 8,141,933

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 6,332,609

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 4,749,458

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 6,804,002

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 2,041,199

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 3,628,799

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 778,728

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 470,124

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 3,540,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 3,305,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 634,651

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,422,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,261,470

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,432,381

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,887,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,218,368

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,140,742

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 光熱水費 交通安全施設の管理に要する経費 4,215,991

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 2,010,096

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 811,512

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 930,744

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 646,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 12,960,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 59,054,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 31,600,499

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,181,821

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,019,025

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,224,723

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,739,812

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,254,266

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,167,414
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,156,445

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 19,553,915

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 213,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,296,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 11,512,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 11,512,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 13,608,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 7,698,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 641,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 907,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 701,490

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 2,118,312

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 7,786,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,076,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 32,346,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 19,980,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 39,906,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,023

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 3,510,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 43,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,455,641

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,368,802

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 325,678

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,761,513

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,580,645

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 7,480,166

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 105,252,480

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,248,128

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 25,951,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,452,232

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 1,431,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 30,330,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,891,259

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,842,501
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 28,339,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 108,756,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 10,722,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 10,905,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,296,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,017,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,937,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 981,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 227,707

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 10,632

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 1,270,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 3,386,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,532,475

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,071,597

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,932,741

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 5,822,062

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 813,036

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 34,921,841

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 741,525

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,487,558

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 19,700,764

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,101,911

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 11,258,605

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 13,389,793

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 10,488,267

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 639,020

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,983,633

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,354,487

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,624,038

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,148,374

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,272,188

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,892,867

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,841,237

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,490,684
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 80,252

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,423,480

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 28,094,991

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 774,489

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,876,507

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 62,055,853

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,110,232

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 22,206,448

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,433,899

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 13,254,969

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 423,052

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,481,398

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,578,522

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,816,757

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,869,690

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 5,175,233

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 32,101,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,446,154

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,585,669

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,430,337

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 43,920,104

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 677,631

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,471,985

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,596,549

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,970,131

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,536,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,717,749

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 17,156,411

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,798,292

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,341,628

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,874,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,575,952

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,676,491

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,826,357
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,004,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,180,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,949,383

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,200,217

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 22,611,615

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 27,843,825

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 13,824,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,204,098

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 5,887,822

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 21,075,999

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 950,601

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 工事請負費 交通安全対策の推進に要する経費 13,720,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 33,856,506

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,591,044

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 417,170

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,536,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,391,120

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 629,248

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 839,552

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 937,255

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,648,425

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,215,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,940,668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 43,332

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 工事請負費 交通警察活動に要する経費 58,320,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 16,784

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 36,029

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 15,538

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,180,404

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,527,908

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 4,257,768

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,239,519

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 35,524,201

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,514,087
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 13,634,993

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,530,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,692,761

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 27,390,799

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 26,266,829

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,710,595

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,243,899

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,147,357

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 20,111,233

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,811,735

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,006,472

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 43,242,120

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,026,508

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,593,852

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 22,120,930

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,239,030

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,233,644

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,864,356

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 59,309,717

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,453,883

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 13,663,464

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,724,782

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 11,727,034

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 14,550,748

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,952,870

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 6,998,542

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,415,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 49,897,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 21,384,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,637,139

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,457,004

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,082,732

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,458,758

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,194,687
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 31,220,159

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,276,201

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,608,969

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,070,311

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,976,783

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,966,937

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,450,674

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 20,388,073

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,492,693

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,758,835

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,084,685

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,807,793

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,062,967

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,383,983

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 1,654,177

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,043,860

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,039,098

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,876,122

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 89,553,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 239,436,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,697,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 2,585,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 59,670,338

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 46,138,536

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 44,955,301

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 46,369,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

負担金補助及交付
金

交通安全施設の管理に要する経費 5,928

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

使用料及賃借料 交通安全施設の管理に要する経費 19,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,023,857

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,147,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 15,174,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,790,305

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,896,337

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,001,715
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,072,185

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,392,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,555,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,558,240

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 14,411,587

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 12,367,485

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,110,922

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,479,890

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,313,592

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 13,868,496

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,675,668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,506,049

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 6,002,765

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,513,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,135,640

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,515,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,411,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,051,469

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 9,137,699

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,960,591

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,997,119

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,967,549

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,542,719

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,268,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,953,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,326,546

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 5,687,961

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 38,858,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 3,240,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 401,886

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 30,520,665

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 3,003,489

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,615,331

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 17,055,109
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,609,574

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,679,978

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 52,251,688

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 24,308,312

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,029,682

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 776,860

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 10,057,386

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 19,581,447

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,649,353

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 12,475,773

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,660,827

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,044,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,999,948

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,743,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,670,648

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 243,385

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,132,080

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,025,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 使用料及賃借料 交通警察活動に要する経費 758,860

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

原材料費 交通安全施設の管理に要する経費 594,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

原材料費 交通安全施設の管理に要する経費 115,830

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

原材料費 交通安全施設の整備に要する経費 1,165,590

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 652,630

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 516,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 517,684

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 647,977

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 374,594

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 778,270

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 677,060

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 640,997

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 146,580

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 14,231,128

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,943,931

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 75,162
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,282,760

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 6,992,190

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 7,756,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 11,610,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,477,116

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 416,409

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 941,652

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 213,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 1,308,268

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,060,862

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,715,698

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,148,195

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,206,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,669,920

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,832,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 41,305

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 役務費 交通警察活動に要する経費 8,154

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 45,707

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,606,289

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 34,793

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 1,304

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 8,329,699

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 77,171

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 5,184

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 22,163

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 20,378

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 11,952

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 15,867

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 27,429

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 26,214

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 23,167

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 26,419

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 14,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 21,699,539
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 需用費 一般需用費 運転免許業務に要する経費 374,652

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,573,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,508,056

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 40,453,323

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,102,541

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 864,850

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,994,095

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 5,470,995

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,786,612

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,821,034

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 14,588,550

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,667,990

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 34,798,754

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 9,556,696

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,881,306

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 22,553,670

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 8,130,294

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 284,250

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,490,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,401,965

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 51,888,755

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,069,091

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 17,716,871

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 9,683,478

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 43,448,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,669,940

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 37,439,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 14,276,963

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 300,183

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 337,415

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 334,700

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 267,605

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 218,738

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 397,917
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 416,533

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 401,408

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 304,838

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 469,666

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 6,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 76,015

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費
負担金補助及交付
金

交通警察活動に要する経費 239,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 10,152,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,456,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,006,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 5,346,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 8,493,660

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 委託料 運転免許業務に要する経費 94,500

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 4,266,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,773,542

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,773,662

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 386,302

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 工事請負費 交通安全対策の推進に要する経費 45,316,800

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

委託料 交通安全施設の整備に要する経費 1,069,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 16,340,648

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 8,306,032

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 8,936,131

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 401,549

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の管理に要する経費 20,358

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,510,131

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,128,672

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,785,807

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 1,359,340

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 56,782,639

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 10,674,205

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,548,916

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 42,082,200

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,951,577

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,006,489
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 258,614

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 83,864,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 71,672,040

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 79,884,360

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 70,857,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,064,812

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 7,433,868

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 28,952,840

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 112,828,680

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 委託料 交通警察活動に要する経費 16,200,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 31,503,637

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,309,723

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 2,673,189

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 48,042,329

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 371,722

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,127,308

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 6,532,584

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 1,423,588

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 20,262,729

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 4,676,631

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 419,478

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,509,481

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 2,649,441

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 35,900,379

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 38,355,514

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 135,587

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 34,201,955

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 11,877,325

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 112,320,000

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 68,535,720

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 72,335,160

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 23,420,880

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 5,797,587

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 18,665,358
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 475,335

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 工事請負費 交通安全対策の推進に要する経費 20,092,320

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 21,315,153

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 36,579,327

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 15,436,600

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,289,365

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 189,175

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 41,728,678

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 43,200,790

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,844,764

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 23,300

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 9,647,964

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 75,143,916

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 3,011,214

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 62,454,663

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 985,443

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 14,842,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 27,471,388

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

工事請負費 交通安全施設の管理に要する経費 7,829,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

工事請負費 交通安全施設の整備に要する経費 57,544,560

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

需用費 一般需用費 交通安全施設の整備に要する経費 358,020

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 需用費 一般需用費 交通警察活動に要する経費 781,666

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設管理
費

委託料 交通安全施設の管理に要する経費 17,597,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 869

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 37,021

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 2,756

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 5,186

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,338

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 1,664

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 668

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 34,626

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 106,296

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 950
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 462

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 348

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,440

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,775

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,416

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 32,176

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,028

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 768,744

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,202

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 56,585

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 139,384

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,804

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 68,262

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,492

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,846

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,952

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 998

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 649

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 25,011

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,108

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 147,512

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,351

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,540

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,520

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,199

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,208

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 総務費 青少年治安対策費 管理費 旅費 普通旅費 交通安全対策の推進に要する経費 18,034

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 390

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 5,078

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 68,400

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 6,367

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 41,304
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警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 87,412

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費
交通安全施設整備
費

旅費 普通旅費 交通安全施設の整備に要する経費 388

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 2,839

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 33,272

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 46,941

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 4,543

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 987

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,133

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,042

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,775

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 運転免許費 旅費 普通旅費 運転免許業務に要する経費 3,020

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,865

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 61,082

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,820

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 61,793

警視庁 交通部 交通総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 旅費 普通旅費 交通警察活動に要する経費 2,200

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 5,616

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 37,130

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 61,776

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 17,630

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 354,104

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 549,176

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 28,554

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 159,840

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 113,581

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 159,840

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 218,666

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 44,388

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 115,560

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 159,840

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 149,590

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 警察装備器材の管理に要する経費 2,138,400

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 備品購入費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,967,840

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 1,555,200
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警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 1,837,166

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 494,370

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 284,407

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 6,712,416

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 98,463

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 20,768

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 83,673

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 17,307

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 警察装備器材の管理に要する経費 106,110

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 148,554

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 9,519

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 96,867

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 42,306

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 29,386

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,232

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 27,788

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 78,982,743

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 324,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 499,500

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,879,200

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 279,288

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 999,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 218,700

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 855,360

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 備品購入費 警察装備器材の管理に要する経費 920,160

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 1,546,560

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 74,001

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 74,520

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 229,392

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 使用料及賃借料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 14,256

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 11,412,200

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 265,400

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 113,292

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 113,400
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警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 143,856

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 警察装備器材の管理に要する経費 151,200

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 175,500

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 139,534

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 31,968

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 810,000

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 33,321

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 299,921

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,257

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 359,040

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,298

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,548

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 70,552

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 37,740

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,609

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 99,909

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,266

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,662

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,977

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 209,630

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 37,300

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 4,260

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 887,538

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 7,877

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 44,886

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 330

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 268,782

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 65,782

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 56,520

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 72,566

警視庁 警備部 警備第一課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 612,218

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 19,605

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 123,605

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 45,852
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,427

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,148

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 174,450

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,931

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 101,621

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,729

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 103,693

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,882

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 64,261

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 69,239

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 464

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 4,153

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,426

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,975

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 41,434

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 8,195

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 32,878

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 30,358

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 8,102

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 33,552

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,730

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 520,399

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,375

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,885

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 62,753

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 27,780

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 95,302

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,129

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,659

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,695

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,079,524

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 5,954,580

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 280,800

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 249,696
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 171,720

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 945,000

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 802,440

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 437,400

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 11,821

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 6,094,008

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 32,400

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 1,262,552

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 備品購入費 地域警察活動に要する経費 63,467,712

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 1,151,280

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 工事請負費 地域警察活動に要する経費 988,200

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 182,684

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 9,145,440

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 地域警察活動に要する経費 8,370,864

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 2,111,616

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 146,538

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 28,635,820

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 189,448

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 189,448

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 役務費 地域警察活動に要する経費 189,348

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 特別旅費 地域警察活動に要する経費 11,442

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 2,256,406

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 63,884

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 241,071

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 124,396

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 19,723

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 185,158

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 144,621

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 131,685

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,475,113

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,138

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 18,720

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 18,726

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 77,322
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警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 70,152

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 146,350

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 68,493

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 9,679

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 2,419

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,715

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,669

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 6,355

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 3,233

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 10,412

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 33,557

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,036

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 42,814

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 38,343

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 51,433

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 39,096

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 208,212

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,068

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 13,514

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 79,256

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 43,521

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 59,635

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 659,718

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,341

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 地域警察活動に要する経費 310,907

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 130,999

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 旅費 普通旅費 航空機の管理に要する経費 11,912

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 旅費 普通旅費 航空機の管理に要する経費 141,081

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 旅費 普通旅費 航空機の管理に要する経費 1,141,335

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 31,266

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,319,010

警視庁 地域部 地域総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,510

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 15,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 30,858
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警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 151,200

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 2,434,384

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 2,649,348

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 65,000,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 使用料及賃借料 航空機の管理に要する経費 784,080

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 64,800

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 2,169,593

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 2,173,936

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 100,440

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 96,120

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 1,618,444

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 296,197,955

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 111,780,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 176,514,758

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 34,288,671

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 51,294,060

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 58,881,798

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 128,334,321

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 委託料 航空機の管理に要する経費 201,458

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 216,000

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 124,200

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 534,025

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 4,559,544

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 2,021,760

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 9,785,772

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 1,052,939

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 4,179,548

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 4,114,852

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 2,071,526

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 光熱水費 航空機の管理に要する経費 2,075,674

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 委託料 職員の教養に要する経費 982,808

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 17,982

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 17,982

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 371,520
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警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 2,095,200

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 43,200

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 32,088

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月21日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 需用費 一般需用費 航空機の管理に要する経費 392,915

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 64,800

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 2,086,560

警視庁 地域部 航空隊 平成30年05月29日 一般会計 警察費 警察管理費 装備費 役務費 航空機の管理に要する経費 648,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 14,040,000

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 32,456

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 2,066

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 10,349

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 3,652

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 旅費 普通旅費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 18,785

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 28,046

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,837

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 53,665

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 41,738

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 47,538

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 48,606

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 報償費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 27,117

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 14,400

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 41,300

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 建設費 役務費 施設の整備に要する経費 1,709,640

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 備品購入費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 800,280

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 雑踏警備及び災害対策に要する経費 448,200

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 委託料 雑踏警備及び災害対策に要する経費 631,800

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,191,755

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 84,247

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,980

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 30,256

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 33,979

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,061

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 61,563

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 73,050
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警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 74,550

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 89,263

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 87,976

警視庁 公安部 公安総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 82,262

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 8,725,866

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 81,230

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,124

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 59,666

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,048

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 19,765

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 62,007

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,209

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,762

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,918

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 855

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,858

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 30,771

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 338,252

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 89,953

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 219,731

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,240

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 125,347

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,950

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,230,426

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 389,582

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 72,955

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 241,215

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 97,958

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,146,648

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 5,760

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 3,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 6,762

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 9,830

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 732,844
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 1,042,888

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 3,348,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 4,072,680

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 189,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 95,040

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 129,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 977,994

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 5,004,063

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 59,616

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 2,254,392

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 254,016

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 992,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 備品購入費 刑事警察活動に要する経費 1,512,000

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 4,477,427

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 4,942

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 223,875

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 委託料 刑事警察活動に要する経費 8,981,598

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 208,166

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 202,213

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 226,779

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 84,718

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 295,628

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 30,959

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 263,090

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 54,849

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 26,690

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 199,050

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 42,336

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月18日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 439,290

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 377,076

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 21,812,701

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 588,060

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 75,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 5,100
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 12,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 50,924

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 10,368

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 601,344

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 342,781

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 340,070

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 61,200

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 622,080

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 733,536

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 159,408

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 941,760

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 102,816

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 611,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 28,800

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 103,680

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 39,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 28,500

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 刑事警察活動に要する経費 6,216

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 515,808

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 424,116

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 刑事警察活動に要する経費 395,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,552

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 5,280

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 5,637

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 330

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,980

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 18,768

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,560

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,812

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,980

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660
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警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 660

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 3,441

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 33,399

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 59,752

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 25,874

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 308,688

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 85,019

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 15,203

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,775

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,128

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,283

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,599

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,457

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 48,983

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,330

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 56,529

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 32,430

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 43,110

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 20,746

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 33,420

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 556

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 247,160

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,284

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 1,170

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 76,651

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,113

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 70,936

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 30,095

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 刑事警察活動に要する経費 58,382

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 760,433

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,791

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 58,735

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 28,832

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 77,382

381 / 413 ページ



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

公金支出情報（平成３０年５月（出納整理期間）分）

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 23,323

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 26,518

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 917

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 780

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,295

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,278

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 310,106

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 119,603

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 137,162

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,326

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,050

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,768

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 239,136

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,640

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 332,331

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 286,386

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,453

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 61,146

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 688,217

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 939,856

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 635,840

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 160,810

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,023

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,400

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 79,600

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 498,239

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 刑事警察活動に要する経費 201,960

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 58,272

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 103,798

警視庁 刑事部 刑事総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 29,657

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 864,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 807,918

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,276,647

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 976,726
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 544,628

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 241,508

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,971,048

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 262,565

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,299,050

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 86,722

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 95,360

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 108,929

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,877

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 35,694

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,670

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 138,691

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 142,817

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 57,598

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 94,885

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 34,039

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 22,813

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 78,630

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 129,759

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 17,445

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 19,395

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 少年警察活動に要する経費 8,450

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 9,665

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 15,464

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,078

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 990

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 51,630

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 240,500

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 生活安全警察活動に要する経費 3,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 1,144,251

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 139,221

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 275,220

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 249,486

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 19,440
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 生活安全警察活動に要する経費 14,040

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,262,239

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 290,433

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 97,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 1,398,168

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 510,624

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 848,880

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 939,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 190,080

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 962,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 52,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 194,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 118,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 39,204

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 118,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 151,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 378,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 237,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 129,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 3,186

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 21,082

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 15,688

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 6,556

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 23,915

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 23,868

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 13,525

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 4,320

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 少年警察活動に要する経費 2,138

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 825,100

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 503,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 514,300

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 521,700

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 503,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 617,900
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 810,300

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 547,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 18,500

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 81,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 報償費 少年警察活動に要する経費 3,700

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 161,136

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 667,936

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費
負担金補助及交付
金

生活安全警察活動に要する経費 1,702,774

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 286,092

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 28,296

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 16,319

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 53,778,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 594,864

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 145,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 469,028

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 410,400

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 135,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月09日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 56,160

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 211,680

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 備品購入費 生活安全警察活動に要する経費 117,720

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 34,845

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 9,180

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 9,180

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 17,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 21,156

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 17,280

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 8,683

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 3,780

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 13,728

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 17,182

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 13,500

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 10,270

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 使用料及賃借料 少年警察活動に要する経費 11,660

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月10日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 6,091,200
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,621,156

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 少年警察活動に要する経費 199,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 291,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 432,000

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 6,395,760

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,266,438

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 272,160

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 10,956,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 82,600

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月24日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 58,800

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 9,994,881

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 備品購入費 生活安全警察活動に要する経費 264,395

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 217,425

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月25日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 52,200

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 131,189

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 100,776

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 23,371

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 46,815

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 43,268

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 120,121

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 146,128

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 126,938

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 202,433

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 144,905

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 117,226

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 122,203

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 118,337

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 187,369

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 211,028

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,614,245

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,476,619

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 47,479

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 255,942

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 141,759
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警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 799,738

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 552,833

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,216,497

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 149,677

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,139

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 少年警察活動に要する経費 1,998

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 8,488

警視庁 生活安全部 生活安全総務課 平成30年05月29日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 工事請負費 生活安全警察活動に要する経費 33,213,240

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 330

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 57,042

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 95,978

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 役務費 生活安全警察活動に要する経費 25,460

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 1,998,000

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 委託料 生活安全警察活動に要する経費 14,759,928

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 72,712

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 7,740

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,182

警視庁 犯罪抑止対策本部 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,043

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,046

警視庁
人身安全関連事案総
合対策本部

平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,619

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 52,728

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 54,420

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 65,185

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 2,880

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 7,996

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 10,930

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 122,954

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 22,456

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 24,176

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 52,300

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,478

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 3,057

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 3,450

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 6,191
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警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 5,750

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 10,952

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 15,946

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 495

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 212,651

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 14,264

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 102,281

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 24,149

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 92,207

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 17,537

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 6,089

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 3,597

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 330

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,951

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 1,170

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 874

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 2,833

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 46,679

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 831,600

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 162,000

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 2,384

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,615

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 11,635

警視庁
サイバーセキュリ
ティ対策本部

平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 旅費 普通旅費 生活安全警察活動に要する経費 6,332

警視庁 総務部 文書課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,370

警視庁 総務部 文書課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 412

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,848

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,500

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 350,111

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 660

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 360

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 587,966

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 78,621

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 77,698
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,199

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 968

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 140,279

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 125,773

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,137,298

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 31,985

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 63,659

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 360

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,815,107

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 142,983

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 54,651

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,199

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 2,025

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,754,654

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 78,473

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 21,455

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,105

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,138,558

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 328,858

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 75,809

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,440

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 689

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 50,440

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,667

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 386,644

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,264

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 46,791

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,030

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,527

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 9,795

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,610

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,693

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,651

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,903
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,884

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 5,251

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,048

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,192

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 75,870

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,057

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 72,914

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 51,226

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,889

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 25,045

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,348

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 36,424

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 56,724

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 4,321

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 組織犯罪対策に要する経費 48,290

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,952

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 18,645

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,412

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,660

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,010

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,770

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 17,416

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 16,206

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,000

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,487

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 14,672

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,848

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 720,736

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 155,784

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 75,793

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 51,062

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 38,880

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 役務費 組織犯罪対策に要する経費 63,504

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 備品購入費 組織犯罪対策に要する経費 43,675,200
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 3,909,600

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 244,944

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 63,710

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 40,981

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 需用費 一般需用費 組織犯罪対策に要する経費 106,100

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 22,230,306

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 145,466

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 使用料及賃借料 組織犯罪対策に要する経費 254,880

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 1,053,914

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 13,590

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 79,836

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,334

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 329,315

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,028

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 39,044

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,152

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 860,464

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 195,606

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 47,804

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,317

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 一般職非常勤職員に要する経費 1,448

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 207,584

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 8,160

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 43,098

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 112,683

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,123

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 263,168

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 33,060

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,498

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,009,274

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 209,333

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 24,510

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 2,612

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 12,180
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警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察活動費 捜査対策費 旅費 普通旅費 組織犯罪対策に要する経費 54,046

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 10,490

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 40,238

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 6,098

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 807,434

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 5,360

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 2,640

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 職員の教養に要する経費 7,812

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 3,841

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 165

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 360

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 990

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 1,922

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 平成30年05月28日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 普通旅費 旅費に要する経費 183,800

警視庁 麹町警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 麹町警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,790

警視庁 丸の内警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,106

警視庁 丸の内警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 13,680

警視庁 神田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,989

警視庁 万世橋警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,212

警視庁 中央警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,385

警視庁 中央警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 147,960

警視庁 久松警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,989

警視庁 築地警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 50,442

警視庁 築地警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,565

警視庁 築地警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 5,677

警視庁 築地警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 657

警視庁 築地警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,447

警視庁 月島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,742

警視庁 月島警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 委託料 一般管理費に要する経費 482,234

警視庁 愛宕警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,475

警視庁 三田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 22,061

警視庁 三田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,315

警視庁 三田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 4,386
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警視庁 三田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,882

警視庁 高輪警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 46,286

警視庁 高輪警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,900

警視庁 高輪警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 4,039

警視庁 高輪警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,693

警視庁 麻布警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,095

警視庁 麻布警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 麻布警察署 平成30年05月14日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 69,120

警視庁 赤坂警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,249

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,345

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 38,594

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 11,750

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,203

警視庁 東京湾岸警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 5,120

警視庁 品川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,438

警視庁 大井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,069

警視庁 大崎警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 大崎警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,600

警視庁 大崎警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,197

警視庁 荏原警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 105,192

警視庁 荏原警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,909

警視庁 大森警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 351,000

警視庁 大森警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,870

警視庁 大森警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 98

警視庁 田園調布警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田園調布警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 田園調布警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,101

警視庁 田園調布警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 50,000

警視庁 蒲田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 9,629

警視庁 蒲田警察署 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 44,895

警視庁 蒲田警察署 平成30年05月16日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 42,085

警視庁 池上警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,556

警視庁 池上警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,511

警視庁 東京空港警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 315,900
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警視庁 東京空港警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,265

警視庁 東京空港警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,875

警視庁 東京空港警察署 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,184

警視庁 世田谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,784

警視庁 世田谷警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 旅費 特別旅費 旅費に要する経費 15,000

警視庁 北沢警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 134,308

警視庁 北沢警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 51

警視庁 玉川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 玉川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,992

警視庁 成城警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 成城警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,365

警視庁 目黒警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 目黒警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,728

警視庁 碑文谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 碑文谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,558

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 72,360

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 48,600

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,251

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 90,720

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 88,391

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 349,168

警視庁 渋谷警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 354,024

警視庁 原宿警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,301

警視庁 原宿警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 87,017

警視庁 原宿警察署 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 41,640

警視庁 原宿警察署 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 10,410

警視庁 原宿警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 52,920

警視庁 原宿警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 52,920

警視庁 原宿警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 17,800

警視庁 代々木警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,348

警視庁 牛込警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,627

警視庁 新宿警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 14,514

警視庁 戸塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 58,470

警視庁 戸塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 6,804
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警視庁 戸塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 3,758

警視庁 戸塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 196

警視庁 戸塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,658

警視庁 四谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 416,880

警視庁 四谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,696

警視庁 中野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 23,764

警視庁 中野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 15,205

警視庁 中野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,746

警視庁 野方警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 45,324

警視庁 野方警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 8,500

警視庁 野方警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 6,375

警視庁 野方警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 10,132

警視庁 杉並警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,878

警視庁 高井戸警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,184

警視庁 荻窪警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,440

警視庁 富坂警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,599

警視庁 大塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,884

警視庁 本富士警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,780

警視庁 駒込警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,314

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,731

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 80,028

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 23,747

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 12,054

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 60,270

警視庁 巣鴨警察署 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 496,800

警視庁 池袋警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,325

警視庁 池袋警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 9,169

警視庁 目白警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 2,034

警視庁 目白警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 8,061

警視庁 目白警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,759

警視庁 滝野川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,617

警視庁 滝野川警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 95,400

警視庁 王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,117

警視庁 赤羽警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,837
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警視庁 赤羽警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 107,341

警視庁 板橋警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 286,200

警視庁 板橋警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,296

警視庁 志村警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,120

警視庁 練馬警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 45,162

警視庁 練馬警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 練馬警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,598

警視庁 石神井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 19,107

警視庁 石神井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,278

警視庁 石神井警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 24,318

警視庁 高島平警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 高島平警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,420

警視庁 光が丘警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,493

警視庁 光が丘警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 98,193

警視庁 上野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 57,456

警視庁 上野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,953

警視庁 下谷警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,830

警視庁 浅草警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 410,400

警視庁 浅草警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,362

警視庁 蔵前警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,816

警視庁 尾久警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,043

警視庁 南千住警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,610

警視庁 荒川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,085

警視庁 千住警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,242

警視庁 千住警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 499,932

警視庁 西新井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,966

警視庁 綾瀬警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 綾瀬警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,661

警視庁 竹の塚警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,616

警視庁 竹の塚警察署 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 6,048

警視庁 深川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 20,250

警視庁 深川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 43,200

警視庁 深川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,106

警視庁 城東警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 129,600
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警視庁 城東警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 4,800

警視庁 城東警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,403

警視庁 本所警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 8,631

警視庁 向島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,384

警視庁 亀有警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 亀有警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 9,114

警視庁 葛飾警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,078

警視庁 葛飾警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 51,827

警視庁 小松川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 7,479

警視庁 小松川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 25,077

警視庁 小松川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,429

警視庁 小岩警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 8,650

警視庁 小岩警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 12,613

警視庁 小岩警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,244

警視庁 小岩警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 366

警視庁 葛西警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 葛西警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,766

警視庁 葛西警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,749

警視庁 南大沢警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 114,669

警視庁 南大沢警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 327,110

警視庁 高尾警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 72,408

警視庁 高尾警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,065

警視庁 高尾警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 73,750

警視庁 高尾警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 51,625

警視庁 高尾警察署 平成30年05月15日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 工事請負費 施設の管理に要する経費 487,080

警視庁 多摩中央警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 115,290

警視庁 多摩中央警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,342

警視庁 東大和警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,445

警視庁 青梅警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,578

警視庁 青梅警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 50,122

警視庁 青梅警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,554

警視庁 青梅警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 7,727

警視庁 青梅警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 5,929

警視庁 五日市警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 131,784
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警視庁 五日市警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,657

警視庁 五日市警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 1,252

警視庁 五日市警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 4,579

警視庁 五日市警察署 平成30年05月07日 一般会計 警察費 警察活動費 警備地域費 需用費 一般需用費 地域警察活動に要する経費 1,500

警視庁 福生警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,017

警視庁 福生警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 10,054

警視庁 福生警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,349

警視庁 福生警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,327

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 57,199

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,799

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 87,198

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 87,299

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 89,476

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 84,146

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,898

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,758

警視庁 八王子警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 13,512

警視庁 町田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 101,520

警視庁 町田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 243,000

警視庁 町田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 21,232

警視庁 町田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 47,821

警視庁 町田警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 17,680

警視庁 日野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 68,040

警視庁 日野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 1,080

警視庁 日野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,692

警視庁 日野警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 129,600

警視庁 日野警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 交通指導取締費 報償費 交通警察活動に要する経費 44,895

警視庁 昭島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 17,766

警視庁 昭島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,103

警視庁 立川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 立川警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 7,621

警視庁 府中警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 4,897
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警視庁 小金井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,855

警視庁 小金井警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,167

警視庁 小金井警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 58,320

警視庁 小金井警察署 平成30年05月02日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 一般需用費 施設の管理に要する経費 394,200

警視庁 田無警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 22,209

警視庁 田無警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 109,417

警視庁 田無警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 4,298

警視庁 田無警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,207

警視庁 東村山警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 5,702

警視庁 東村山警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 10,802

警視庁 東村山警察署 平成30年05月11日 一般会計 警察費 警察活動費 生活安全費 需用費 一般需用費 生活安全警察活動に要する経費 140,000

警視庁 武蔵野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,922

警視庁 武蔵野警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,702

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 36,288

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 98,375

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 116,682

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 2,961

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 11,844

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,144

警視庁 三鷹警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 5,301

警視庁 調布警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 6,689

警視庁 小平警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 通信施設の管理に要する経費 3,184

警視庁 新島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 27,000

警視庁 新島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 1,400

警視庁 新島警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 3,157

警視庁 八丈島警察署 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 4,115

警視庁 八丈島警察署 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 役務費 施設の管理に要する経費 22,464

警視庁 八丈島警察署 平成30年05月17日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 委託料 施設の管理に要する経費 11,264

警視庁 小笠原警察署 平成30年05月01日 一般会計 警察費 警察管理費 警察本部費 役務費 一般管理費に要する経費 40,930

警視庁 小笠原警察署 平成30年05月08日 一般会計 警察費 警察施設費 施設管理費 需用費 光熱水費 施設の管理に要する経費 2,806

東京消防庁 企画調整部 財務課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 38,116

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（広報課・１月分） 111,335

東京消防庁 企画調整部 広報課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（広報課・２月分） 51,412

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 36,303
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東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 6,881

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 23,394

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 8,020

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 委託料 職員採用に係るPR活動業務支援委託 37,888,056

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費
負担金補助及交付
金

回転翼航空機操縦士養成研修への研修派遣に係る経費 17,710

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 特別旅費 海技従事者養成委託研修への派遣に係る赴任旅費 121,004

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 51,126

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 846

東京消防庁 人事部 人事課 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 35,905

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 3月分事務連絡旅費 19,336

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 3月分事務連絡旅費 1,455

東京消防庁 人事部 職員課 平成30年05月18日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 3月分事務連絡旅費（防災特別指導員・防災相談員） 26,383

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 72,629

東京消防庁 人事部 厚生課 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（２月分） 23,058

東京消防庁 警防部 特殊災害課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 酸欠空気危険性ガス測定器(GX-111)ほか２点の修繕 10,262,700

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 使用料及賃借料 地震計(長周期地震動対応型)の借入れ(その３)(３月分) 1,101,276

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 携帯型端末装置回線等使用料（３月分） 29,761

東京消防庁 防災部 震災対策課 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 役務費 携帯型端末装置回線サービス等使用料（３月分） 4,536

東京消防庁 防災部 水利課 平成30年05月25日 一般会計 消防費 建設費 消防水利費
負担金補助及交付
金

平成２９年度下半期消火栓補償費の支出について 1,175,969,073

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 8,248,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 9,264,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 9,305,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 8,302,000

東京消防庁 防災部 消防団課 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防団費 活動費 報償費 退職報償金の決定 9,776,000

東京消防庁 救急部 救急指導課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費
負担金補助及交付
金

救急救命士の気管挿管(ﾋﾞﾃﾞｵ喉頭鏡）病院実習経費支払 950,000

東京消防庁 予防部 防火管理課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 予防業務費 役務費 通信ｻｰﾋﾞｽ(光NEXTﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ）利用料(3月分) 28,080

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課音楽隊事務連絡旅費（３月分） 46,774

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課事務連絡旅費（３月分） 59,540

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 総務課事務連絡旅費（２月分） 46,048

東京消防庁 総務部 総務課 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 有料道路通行料(ETCカード３月分)に係る経費の支出 1,879,770

東京消防庁 総務部 経理契約課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 140,398

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（２月分） 312,017

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（２月分） 16,219

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（２月分） 33,288
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東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（３月分） 335,148

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（３月分） 24,133

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 庁舎建設現場監督旅費ほか２件の支出（３月分） 27,382

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月15日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 使用料及賃借料 武蔵野署吉祥寺出張所事務所棟外9点の借入れ(11月分) 4,212,000

東京消防庁 総務部 施設課 平成30年05月16日 一般会計 消防費 建設費 庁舎建設費 工事請負費 奥多摩署別棟(29)新築電気設備工事(その2)前払金 23,900,000

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線機(移動用)(その2)ほか2点の借入れ(単価)(その2) 58,266

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 衛星携帯電話利用料(ｲﾘｼﾞｳﾑ)(3月分) 112,024

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,663

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,117,401

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 204,724

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,499,294

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 298,821

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,920

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 144,072

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 66,670

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 36,471

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 28,404

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,908

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 336,677

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,858

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 144,978

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 377,946

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 25,407

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(3月分) 7,359

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 電子計算管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(3月分) 3,531

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(3月分) 65,839
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東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(3月分) 84,482

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 救急相談ｾﾝﾀｰ短縮ﾀﾞｲﾔﾙ(#7119)利用料(3月分) 61,014

東京消防庁 総務部 情報通信課 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 使用料及賃借料 無線設備設置使用料(高尾登山電鉄ﾘﾌﾄ山上駅)10～3月分 47,304

東京消防庁 装備部 装備課 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 近接地内（外）事務連絡旅費（非常勤３月分） 25,945

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１２月分） 208,106

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１２月分） 412

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 109,512

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 ５月分  公共料金支払 661,864

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 195,609

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（３月分） 1,208

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 多摩航空ｾﾝﾀｰｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ定期点検保守委託（2月分） 129,600

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 委託料 無線機（携帯用航空波送受信機）３点点検委託 1,846,800

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 総務費 防災管理費 防災指導費 使用料及賃借料 ヘリコプターテレビ電送システム装置の借入れ 1,405,131

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 衛生管理費 需用費 一般需用費 口腔清浄器の修繕 9,720

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 役務費 航空機動態監視システム回線使用料の支払い（3月分） 853,250

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 146,523

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（１月分） 824

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 3,970

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 159,615

東京消防庁 装備部 航空隊 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（２月分） 412

東京消防庁 消防学校 校務課 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 消防学校第一校舎ほか4か所建物管理業務委託(3月分) 6,526,238

東京消防庁 消防学校 教養課 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 需用費 一般需用費 酸欠空気危険性ガス測定器(GX-2003)ほか1点の修繕 430,920

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分及び平成29年11月分事務連絡旅費 105,661

東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年３月分事務連絡旅費 111,501

東京消防庁 丸の内消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,700

東京消防庁 麹町消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 12,098

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,653

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田署三崎町出張所ほか2か所消防設備等点検(1月分) 138,348

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田合同庁舎ほか1か所電気工作物点検(2～3月分) 150,552

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬及び処分(単価契約)(集合)(3月分) 13,500

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分(単価契約)(集合)(3月分) 35,694

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 一般廃棄物収集運搬(単価契約)(3月分) 37,329

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田消防署三崎町出張所ほか1か所庁舎清掃委託3月分 56,700

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 神田消防署三崎町出張所ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検保守委託 191,710
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東京消防庁 神田消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度10，11，2，3月分　事務連絡等旅費 8,785

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度10，11，2，3月分　事務連絡等旅費 9,270

東京消防庁 神田消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度２，３月分　事務連絡等旅費 18,920

東京消防庁 京橋消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,864

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 方面内署長会議 330

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,389

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 41,282

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 3,694

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 29,544

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費 6,990

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費について(２月分) 18,737

東京消防庁 日本橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費について(２月分) 8,208

東京消防庁 臨港消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,834

東京消防庁 臨港消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,394

東京消防庁 臨港消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度研修旅費（２月～３月分） 67,940

東京消防庁 芝消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署地中熱冷暖房設備定期点検保守委託 575,640

東京消防庁 芝消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 22,846

東京消防庁 芝消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 芝署自動ドア定期点検保守委託（１月分） 27,540

東京消防庁 麻布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,492

東京消防庁 赤坂消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,864

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,453

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分研修等旅費 32,729

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分研修等旅費 34,079

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分研修等旅費 12,242

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年２月分研修等旅費 17,754

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月事務連絡旅費 4,524

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年３月事務連絡旅費 1,208

東京消防庁 高輪消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 海事従事者養成委託研修旅費 64,960

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署大崎出張所ほか1か所自動ドア点検委託 77,760

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 品川署東品川出張所廃棄物委託(単価・集合)（３月分） 6,847

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 品川署東品川出張所廃棄物委託(単価・集合)（３月分） 4,082

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,937

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 29,042

東京消防庁 品川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（1月分） 20,421
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東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月事務連絡） 8,636

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月学校研修における事務連絡） 1,360

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 大井消防署長赴任旅費の請求について 72,000

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月学校研修） 28,832

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月学校研修） 17,671

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,443

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月事務連絡） 48,619

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月事務連絡） 1,036

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月事務連絡） 3,080

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（１月事務連絡） 6,264

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月事務連絡） 55,167

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の請求について（２月事務連絡） 266

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月事務連絡） 3,428

東京消防庁 大井消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（２月事務連絡） 3,270

東京消防庁 荏原消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,619

東京消防庁 荏原消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（1・2・3月分）その１ 42,948

東京消防庁 荏原消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（1・2・3月分）その１ 1,650

東京消防庁 荏原消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（1・2・3月分）その１ 15,541

東京消防庁 荏原消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 防火水槽敷地賃借料の支出について 89,088

東京消防庁 大森消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,765

東京消防庁 大森消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 大森署山谷出張所（仮称）自家電点検保守委託 8,964

東京消防庁 大森消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分事務連絡旅費 10,463

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,426

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託（集合） 47,520

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託（集合） 51,840

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分事務連絡旅費等 27,103

東京消防庁 田園調布消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年３月分事務連絡旅費等 3,906

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その１) 98,766

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の支出について(3月分・その１) 3,496

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その１) 17,151

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その１) 4,668

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,691

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その２) 52,684

東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その２) 13,626
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東京消防庁 蒲田消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の支出について(3月分・その２) 8,364

東京消防庁 矢口消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,231

東京消防庁 矢口消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（2、3月分） 175,803

東京消防庁 矢口消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（2、3月分） 18,234

東京消防庁 矢口消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等（2、3月分） 3,490

東京消防庁 目黒消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 24,900

東京消防庁 目黒消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 目黒署ほか4か所廃棄物収集運搬委託(単価契約)(3月分) 73,424

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 世田谷消防署廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 29,160

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 世田谷消防署廃棄物の収集運搬・処分委託（単価契約） 40,786

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,179

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成30年2月分研修旅費の支出について 19,066

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年2月分研修旅費の支出について 58,856

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成30年1月分研修旅費の支出について 740

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年1月分研修旅費の支出について 27,479

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成30年1月分研修旅費の支出について 7,476

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成30年３月分研修旅費の支出について 123,831

東京消防庁 世田谷消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成30年３月分研修旅費の支出について 41,323

東京消防庁 玉川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,905

東京消防庁 玉川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 玉川消防署一般廃棄物収集運搬委託（単価契約）３月分 19,908

東京消防庁 玉川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 玉川署産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価・集合)3月分 9,922

東京消防庁 玉川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 玉川署産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価・集合)3月分 19,845

東京消防庁 玉川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 現任士長副士長スキルアップ特別研修旅費 4,345

東京消防庁 成城消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,594

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費１件の旅費（２月分） 45,880

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 33,365

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 光熱水費 渋谷署ほか１か所で使用する電気の需給（単価契約） 641,704

東京消防庁 渋谷消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費１件の旅費（１月分） 57,510

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費平成30年2月、3月分 25,713

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費平成30年2月、3月分 42,584

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,845

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡等旅費(平成29年12月～平成30年3月分) 77,704

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 事務連絡等旅費(平成29年12月～平成30年3月分) 330

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡等旅費(平成29年12月～平成30年3月分) 330

東京消防庁 四谷消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡等旅費(平成29年12月～平成30年3月分) 18,030
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東京消防庁 牛込消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 4,424

東京消防庁 牛込消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（３月分） 1,192

東京消防庁 牛込消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,723

東京消防庁 新宿消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 29,562

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分）の請求について 19,630

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（２月分）の請求について 1,236

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（３月分）の請求について 69,719

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（３月分）の請求について 12,370

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（３月分）の請求について 4,160

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分）の請求について 5,987

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（３月分）の請求について 412

東京消防庁 中野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,897

東京消防庁 野方消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,068

東京消防庁 野方消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（3月分）の旅費 93,459

東京消防庁 野方消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費等（3月分）の旅費 38,492

東京消防庁 杉並消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19,230

東京消防庁 杉並消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ３月事務連絡旅費の支出について 7,843

東京消防庁 杉並消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ３月１日研修旅費の支出について 16,718

東京消防庁 杉並消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ３月１日研修旅費の支出について 142,239

東京消防庁 杉並消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 臨時健康診断に伴う旅費の支出について 4,790

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,218

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育に係る旅費（その２）の支出について 12,288

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 防火水槽敷地賃貸料の支払い 396,288

東京消防庁 荻窪消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 使用料及賃借料 防火水槽敷地賃貸料の支払い(その２) 118,020

東京消防庁 小石川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,667

東京消防庁 本郷消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,546

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 警防業務費 需用費 一般需用費 懐中電灯の修繕 21,589

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(IFCAA総会等語学スタッフ養成委託研修) 9,270

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(初任総合教育課程講師) 154

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修) 5,872

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(現任副士長スキルアップ特別研修) 1,482

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(第５６期救急救命士就業前研修) 36,382

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,001

東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス(救急用)の充てん（単価契約） 30,456
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東京消防庁 豊島消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(第７０８～７１０期初任総合教育課程等) 6,559

東京消防庁 池袋消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,246

東京消防庁 王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,122

東京消防庁 赤羽消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,141

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 11,837

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育旅費（２月分）ほか 2,930

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育旅費（２月分）ほか 89,960

東京消防庁 滝野川消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 救急救命士再教育旅費（２月分）ほか 24,837

東京消防庁 板橋消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,297

東京消防庁 板橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費及び研修旅費 22,587

東京消防庁 板橋消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成２９年度事務連絡旅費及び研修旅費 8,696

東京消防庁 志村消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 18,762

東京消防庁 練馬消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 13,519

東京消防庁 練馬消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修・事務連絡旅費（３月分）の請求について 57,538

東京消防庁 練馬消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修・事務連絡旅費（３月分）の請求について 26,546

東京消防庁 練馬消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 研修・事務連絡旅費（３月分）の請求について 4,398

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）(3月分) 34,776

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）(3月分) 4,320

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（管理費・２月分） 30,696

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 学校研修旅費（人事教養費・２月分） 12,644

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 2,571

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 3,720

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 外国語による朝の庁内放送に係る旅費（２月分） 538

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 消防少年団・訓練指導交通費の旅費（２月分） 600

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員出向旅費（２月分） 1,624

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 24,696

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 外国語による朝の庁内放送に係る旅費（３月分） 538

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 少年団指導者表彰旅費（３月分） 1,086

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 非常勤職員旅費（３月分） 3,025

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 10,356

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 538

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 語学スタッフ養成委託研修に係る研修（３月分） 3,888

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,019

東京消防庁 光が丘消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 緊急自動車運転技能研修に係る旅費（２月分） 17,584
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東京消防庁 石神井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,827

東京消防庁 石神井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の支出について 106,843

東京消防庁 石神井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の支出について 63,348

東京消防庁 石神井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費ほか３件の支出について 2,456

東京消防庁 石神井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか３件の支出について 18,540

東京消防庁 上野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,246

東京消防庁 上野消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 24,727

東京消防庁 上野消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 10,761

東京消防庁 浅草消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,261

東京消防庁 日本堤消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,934

東京消防庁 荒川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,160

東京消防庁 尾久消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6

東京消防庁 千住消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 5,910

東京消防庁 千住消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月・３月分事務連絡旅費等 19,120

東京消防庁 千住消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月・３月分事務連絡旅費等 22,643

東京消防庁 千住消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２月・３月分事務連絡旅費等 161,487

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 スキルアップ研修他２件の研修旅費の請求 30,642

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 スキルアップ研修他２件の研修旅費の請求 19,360

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求 11,438

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 ＢＦＣ活動に伴う旅費の請求 26,500

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 ＢＦＣ活動に伴う旅費の請求 15,900

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求 17,223

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,920

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 英語対応救急隊員育成英会話研修他２件の旅費の請求 1,742

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 英語対応救急隊員育成英会話研修他２件の旅費の請求 1,424

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 英語対応救急隊員育成英会話研修他２件の旅費の請求 8,670

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 救急本部教養出向に伴う事務連絡旅費の請求 3,339

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求 12,928

東京消防庁 足立消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費の請求 62,809

東京消防庁 西新井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,207

東京消防庁 西新井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成３０年３月分） 92,834

東京消防庁 西新井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成３０年３月分） 37,291

東京消防庁 西新井消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費の支給について（平成３０年３月分） 5,266

東京消防庁 西新井消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 第52期・53期救急救命東京研修所研修旅費の支給 41,374
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東京消防庁 本所消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,714

東京消防庁 向島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,929

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 23,248

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか4件の旅費(2月分) 134,852

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか4件の旅費(2月分) 29,114

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか4件の旅費(2月分) 18,922

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費ほか4件の旅費(2月分) 4,187

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか2件の旅費(3月分) 107,349

東京消防庁 深川消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか2件の旅費(3月分) 13,676

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 15,318

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年２月） 85,214

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年２月） 21,939

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年２月） 4,776

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年３月） 86,980

東京消防庁 城東消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（事務連絡等・平成３０年３月） 19,890

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,914

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、救急標準課程研修) 100,552

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、救急標準課程研修) 5,048

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費(初級幹部研修、救急標準課程研修) 3,336

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(３月分) 33,552

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(２月分) 44,767

東京消防庁 本田消防署 平成30年05月22日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費(２月分) 402

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,356

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費ほか 93,642

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費ほか 17,844

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費ほか 28,474

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 ３月分事務連絡旅費ほか 2,640

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費ほか 20,448

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（３月分追加） 50,227

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（３月分追加） 20,596

東京消防庁 金町消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（３月分追加） 7,112

東京消防庁 江戸川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,352

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 需用費 一般需用費 複写サービスに関する契約（単価契約）（３月分） 24,119

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガス２点の充てん（単価契約）（３月分） 57,348
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東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,932

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 67,137

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 7,732

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 2,963

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 9,630

東京消防庁 葛西消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費等 24,944

東京消防庁 小岩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか４件の旅費（３月分） 67,100

東京消防庁 小岩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか４件の旅費（３月分） 16,528

東京消防庁 小岩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡ほか４件の旅費（３月分） 3,219

東京消防庁 小岩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 19,810

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 14,377

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 建設費 改修費 工事請負費 立川署合同庁舎ほか３か所衝撃緩衝材設置工事 281,880

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 緑町単身待機宿舎ほか6か所消防設備点検委託(3月分） 166,147

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署錦町出張所ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ点検保守委託(3月分） 142,473

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 立川署合同庁舎ほか4か所廃棄物処分委託(単価）3月分 31,337

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 立川合同庁舎ほか4か所廃棄物収集運搬(単価）3月分 142,592

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 立川合同庁舎ほか4か所古紙収集運搬委託(単価）3月分 11,664

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物（ﾌｨﾙﾀｰほか57点）収集運搬処分委託(集合) 162,000

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物（ﾌｨﾙﾀｰほか57点）収集運搬処分委託(集合) 81,000

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 朝会ミーティング等旅費（２～３月分） 7,008

東京消防庁 立川消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初任総合教育課程等旅費（２、３月分） 74,974

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の追給について 63

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,196

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月分・５月分） 91,035

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費の請求について（３月分・５月分） 3,141

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月分・５月分） 8,334

東京消防庁 昭島消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費の請求について（３月分・５月分） 3,824

東京消防庁 国分寺消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,662

東京消防庁 小金井消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,527

東京消防庁 小平消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,081

東京消防庁 武蔵野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,088

東京消防庁 西東京消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費3月分 16,969

東京消防庁 西東京消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 10,371

東京消防庁 西東京消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費3月分 273,209
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東京消防庁 西東京消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費3月分 8,226

東京消防庁 西東京消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費3月分 33,224

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,415

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年05月09日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費 6,352

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年05月16日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ３月分事務連絡旅費 20,564

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２月分事務連絡旅費ほか１件 16,678

東京消防庁 三鷹消防署 平成30年05月21日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 ２月分事務連絡旅費ほか１件 720

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 工事請負費 調布署つつじヶ丘出張所オーバーヘッドドア改修工事 317,952

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（30年1,2,3月分）の請求について 2,610

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（30年1,2,3月分）の請求について 14,479

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,278

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（30年1,2,3月分）の請求について 38,307

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費ほか（30年1,2,3月分）の請求について 38,358

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（29年12月分）の請求について 67,469

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費（29年12月分）の請求について 390

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（30年2月分）の請求について 30,980

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（30年3月分）の請求について 17,056

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月14日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（30年2,3月分）の請求について 34,868

東京消防庁 調布消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（30年1月分）の請求について 63,200

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 63,607

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 1,432

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 2,066

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,860

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費　２月分 52,775

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 事務連絡旅費　２月分 752

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（３月分） 84,364

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（３月分） 36,350

東京消防庁 府中消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 12,215

東京消防庁 東村山消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,454

東京消防庁 狛江消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,408

東京消防庁 狛江消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（平成３０年３月分）の請求について 39,691

東京消防庁 狛江消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（平成３０年３月分）の請求について 6,364

東京消防庁 狛江消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（平成３０年３月分）の請求について 7,422

東京消防庁 狛江消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 旅費（平成３０年３月分）の請求について 2,542
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東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,089

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分の研修に伴う旅費 59,161

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分の研修に伴う旅費 53,374

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年３月分　事務連絡旅費 32,986

東京消防庁 北多摩西部消防署 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年３月分　赴任旅費 63,000

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 4,840

東京消防庁 清瀬消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 防災業務費 旅費 普通旅費 ＢＦＣ 6,556

東京消防庁 東久留米消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分）の支出について 12,466

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託(集合) 17,280

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託(集合) 112,320

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 秘密文書収集運搬処分委託(集合) 8,640

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 秘密文書収集運搬処分委託(集合) 2,700

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 26,088

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 産業廃棄物収集運搬処分委託(集合) 17,280

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 産業廃棄物収集運搬処分委託(集合) 138,240

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1件の支出について（1月分2回目） 51,023

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1件の支出について（2月分2回目） 24,528

東京消防庁 八王子消防署 平成30年05月15日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費1件の支出について（2月分4回目） 32,289

東京消防庁 日野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（２月分） 38,163

東京消防庁 日野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 旅費 普通旅費 旅費（２月分） 6,990

東京消防庁 日野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 旅費（３月分） 10,308

東京消防庁 日野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 旅費（３月分） 4,124

東京消防庁 日野消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 7,929

東京消防庁 町田消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 17,443

東京消防庁 町田消防署 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリン及び軽油の購入（単価契約）（西町田）３月分 172,118

東京消防庁 町田消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 ２、３月分事務連絡旅費および研修旅費 41,359

東京消防庁 青梅消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 装備費 需用費 光熱水費 ガソリンほか１点の買入れ(単価契約) 71,546

東京消防庁 青梅消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,847

東京消防庁 青梅消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 需用費 一般需用費 酸素ガスの充てん（単価契約）（集合）３月分 21,384

東京消防庁 青梅消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 初級幹部研修ほか旅費 31,333

東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 一般旅費（１月分） 41,754

東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 一般旅費（１月分） 1,506

東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 研修旅費（スキルアップ特別研修ほか） 4,624

東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 研修旅費（スキルアップ特別研修ほか） 71,138
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東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 一般旅費（３月分） 33,549

東京消防庁 福生消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 9,924

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 6,836

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(３月分・その６) 625

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第114期初級幹部研修旅費について 4,800

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第320期初級幹部研修旅費について 17,600

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(２月分・その３) 5,959

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 第60期特別救助技術研修旅費について 25,488

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分・その４) 1,410

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(３月分・その１) 3,547

東京消防庁 秋川消防署 平成30年05月23日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(３月分・その７) 1,911

東京消防庁 奥多摩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 2,422

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 役務費 ５月分  公共料金支払 8,070

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年２・３月事務連絡旅費 25,276

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 平成３０年２・３月事務連絡旅費 7,372

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成３０年１月～３月分研修旅費 85,133

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１月～３月分研修旅費 5,500

東京消防庁 多摩消防署 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 平成３０年１月～３月分研修旅費 8,872

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 人事教養費 旅費 普通旅費 人事研修旅費（２・３月分） 16,792

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年05月11日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(12月分) 35,130

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（１月分） 81,964

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（２月分） 72,002

東京消防庁 装備部装備工場 平成30年05月17日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費（３月分） 16,854

東京消防庁 第一消防方面本部 平成30年05月07日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(3月分) 37,828

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年05月08日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 事務連絡旅費(1，2月分) 27,068

東京消防庁 第二消防方面本部 平成30年05月10日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 特別旅費 赴任旅費の支出について 23,344

東京消防庁 第三消防方面本部 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 方面内救急隊による救急活動医師検証委託（単価契約） 194,400

東京消防庁 第五消防方面本部 平成30年05月01日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 五方面内救急隊の救急活動医師検証委託(1月～3月分) 185,760

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 委託料 蔵前指定待機宿舎エレベーター設備定期点検保守委託 70,308

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防活動費 救急業務費 委託料 六方面内救急隊による救急活動の医師検証委託 371,520

東京消防庁 第六消防方面本部 平成30年05月02日 一般会計 消防費 消防管理費 管理費 旅費 普通旅費 平成２９年度３月中事務連絡旅費 495

※東京都情報公開条例に規定する非開示情報に当たるために非公開となった件数
・0件
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