
平成30年度　公金支出情報(企業会計）【中央卸売市場】

最 新 公 表 月 ： 平成31年3月分まで

会 計 区 分 ： 企業会計
事 業 名
（予算編成過程 ） ： 市場事業費用

節・細節名 支払内容 支払額（円）

平成30年4月17日 保険料 施設所有（管理）者賠償責任保険 653,030
平成30年4月17日 給料 給料（4月分） 4,388,000
平成30年4月17日 手当 手当（4月分） 953,322
平成30年4月17日 手当 手当（4月分） 1,296,820
平成30年4月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：4月分） 1,024,440
平成30年4月23日 保険料 大阪府公用自動車の自動車保険料 36,960
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（4月分） 251,247
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（4月分） 29,565
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（4月分） 707,830
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（4月分） 41,175
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（4月分） 568
平成30年4月26日 法定福利費 地共済　事務費（4月分） 282
平成30年4月27日 備消耗品費 備消耗品費 37,740
平成30年5月1日 備消耗品費 備消耗品費 89,910
平成30年5月1日 備消耗品費 備消耗品費 3,584
平成30年5月1日 負担金補助及び交付金 平成30年度　エネルギー管理講習会費用 17,100
平成30年5月1日 負担金補助及び交付金 特別管理産業廃棄物責任者の講習会受講料 13,500
平成30年5月7日 通信運搬費 電話料金　NTT（4月分） 24,843
平成30年5月7日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 6,028
平成30年5月7日 法定福利費 地方公務員災害補償基金概算負担金 92,365
平成30年5月7日 旅費 管外旅費（全中協業務担当担当会議） 29,260
平成30年5月8日 備消耗品費 備消耗品費 9,910
平成30年5月10日 使用料及び賃借料 ＮＨＫ受信料 14,545
平成30年5月10日 賃金 非常勤作業員（4月実績）単価6950 111,200
平成30年5月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（4月実績） 1,600
平成30年5月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：4月分） 31,135
平成30年5月10日 旅費 管外旅費（全中協理事会、定例総会） 28,900
平成30年5月17日 給料 給料（5月分） 4,388,000
平成30年5月17日 手当 通勤手当 △ 4,660

支払日



平成30年5月17日 手当 手当（5月分） 1,115,940
平成30年5月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：5月分） 1,024,440
平成30年5月17日 旅費 管内旅費（4月分） 20,090
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　短期負担金（5月分） 251,247
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　介護負担金（5月分） 29,565
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（5月分） 707,830
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（5月分） 41,175
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（5月分） 568
平成30年5月25日 法定福利費 地共済　事務費（5月分） 282
平成30年5月28日 使用料及び賃借料 タクシー料金（4月分） 2,060
平成30年5月31日 法定福利費 健康保険料（4月分） 69,970
平成30年5月31日 法定福利費 厚生年金保険料（4月分） 109,068
平成30年5月31日 法定福利費 児童手当拠出金（4月分） 3,456
平成30年5月31日 備消耗品費 複写サービス（4月分） 13,433
平成30年5月31日 通信運搬費 郵便料金 4,725
平成30年5月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（4月分） 4,729
平成30年5月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（4月分） 4,900
平成30年5月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（4月分） 31,428
平成30年5月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（4月分） 93,960
平成30年6月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（5月分） 26,588
平成30年6月8日 手当 児童手当（6月期分） 250,000
平成30年6月8日 賃金 非常勤作業員（5月実績）単価6950 111,200
平成30年6月8日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（5月実績） 1,500
平成30年6月8日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：5月分） 30,325
平成30年6月11日 通信運搬費 ETC利用（4月分） 1,630
平成30年6月18日 給料 給料（6月分） 4,388,000
平成30年6月18日 手当 通勤手当 △ 51,180
平成30年6月18日 手当 手当（6月分） 1,143,381
平成30年6月18日 手当 通勤手当 42,230
平成30年6月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：6月分） 1,024,440
平成30年6月18日 旅費 管内旅費（5月分） 25,590
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（6月分） 251,247
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（6月分） 29,565
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生）負担金（6月分） 707,830
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（6月分） 41,175
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（6月分） 568
平成30年6月26日 法定福利費 地共済　事務費（6月分） 282
平成30年6月29日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（5月分） 93,960
平成30年6月29日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（5月分） 31,428



平成30年6月29日 通信運搬費 郵便料金（5月分） 5,181
平成30年6月29日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（5月分） 4,900
平成30年6月29日 燃料費 ガソリン代 5,934
平成30年6月29日 備消耗品費 複写サービス（5月分） 8,770
平成30年6月29日 負担金補助及び交付金 平成30年度国有資産等所在市町村交付金 93,149,000
平成30年6月29日 法定福利費 労働保険料（事業主負担分） 83,979
平成30年6月29日 手当 期末・勤勉手当（6月期） 4,614,681
平成30年7月2日 法定福利費 健康保険料（5月分） 69,970
平成30年7月2日 法定福利費 厚生年金保険料（5月分） 109,068
平成30年7月2日 法定福利費 児童手当拠出金（5月分） 3,456
平成30年7月2日 備消耗品費 備消耗品費（A4用紙） 36,450
平成30年7月2日 通信運搬費 電話料金　KDDI（5月分） 3,769
平成30年7月2日 旅費 管外旅費（卸売市場検査職員基礎研修） 46,640
平成30年7月2日 旅費 管外旅費（卸売市場検査職員基礎研修） 47,060
平成30年7月5日 被服費 被服費 87,804
平成30年7月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（6月分） 24,923
平成30年7月10日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
平成30年7月10日 備消耗品費 定期刊行物（毎日・日経新聞） 26,811
平成30年7月10日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
平成30年7月10日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 12,111
平成30年7月10日 賃金 非常勤作業員（6月実績）単価6950 118,150
平成30年7月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（6月実績） 1,500
平成30年7月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：6月分） 31,665
平成30年7月12日 旅費 管外旅費（全中協近畿支部定例会） 3,880
平成30年7月17日 法定福利費 地共済　短期負担金（6月期末分） 187,015
平成30年7月17日 法定福利費 地共済　介護負担金（6月期末分） 22,529
平成30年7月17日 法定福利費 地共済　長期（厚生）負担金（6月期末分） 585,830
平成30年7月17日 法定福利費 地共済　長期（退職）負担金（6月期末分） 30,312
平成30年7月17日 法定福利費 地共済　長期（経過）負担金（6月期末分） 418
平成30年7月17日 負担金補助及び交付金 平成30年度全国中央卸売市場協会会費 130,000
平成30年7月17日 給料 給料（7月分） 4,388,000
平成30年7月17日 手当 住居手当 △ 27,000
平成30年7月17日 手当 手当（7月分） 1,748,910
平成30年7月17日 手当 通勤手当 540
平成30年7月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：7月分） 1,024,440
平成30年7月17日 旅費 管内旅費（6月分） 15,320
平成30年7月20日 備消耗品費 消費税法の実務 8,618
平成30年7月20日 印刷製本費 印刷製本費（名刺印刷） 3,780
平成30年7月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（7月分） 251,247



平成30年7月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（7月分） 29,565
平成30年7月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（7月分） 707,830
平成30年7月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（7月分） 41,175
平成30年7月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（7月分） 568
平成30年7月26日 法定福利費 地共済　事務費（7月分） 282
平成30年7月31日 法定福利費 健康保険料（6月分） 69,970
平成30年7月31日 法定福利費 厚生年金保険料（6月分） 109,068
平成30年7月31日 法定福利費 児童手当拠出金（6月分） 3,456
平成30年7月31日 備消耗品費 複写サービス（6月分） 10,721
平成30年7月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（6月分） 4,900
平成30年7月31日 通信運搬費 郵便料金（6月分） 2,965
平成30年7月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（6月分） 4,768
平成30年7月31日 委託料 取扱実績集計演算システム保守 64,800
平成30年7月31日 委託料 中央市場電力量計取替工事実施設計業務 920,700
平成30年7月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（6月分） 31,428
平成30年7月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（6月分） 93,960
平成30年7月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金（5月分） 16,020
平成30年8月6日 備消耗品費 備消耗品費（電話機） 652,860
平成30年8月6日 通信運搬費 電話料金　NTT（7月分） 25,052
平成30年8月6日 委託料 電話機（設定・設置費用） 83,160
平成30年8月6日 負担金補助及び交付金 平成30年度大阪府中央卸売市場協会補助金 3,240,000
平成30年8月10日 賃金 非常勤作業員（7月実績）単価6950 118,150
平成30年8月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（7月実績） 1,600
平成30年8月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：7月分） 30,390
平成30年8月17日 給料 給料（8月分） 4,388,000
平成30年8月17日 手当 手当（8月分） 999,962
平成30年8月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：8月分） 1,024,440
平成30年8月17日 旅費 管内旅費（7月分） 20,830
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　短期負担金（8月分） 251,247
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　介護負担金（8月分） 29,565
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（8月分） 707,830
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（8月分） 41,175
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（8月分） 568
平成30年8月24日 法定福利費 地共済　事務費（8月分） 282
平成30年8月31日 法定福利費 健康保険料（7月分） 69,970
平成30年8月31日 法定福利費 厚生年金保険料（7月分） 109,068
平成30年8月31日 法定福利費 児童手当拠出金（7月分） 3,456
平成30年8月31日 備消耗品費 複写サービス（7月分） 7,000
平成30年8月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（7月分） 2,762



平成30年8月31日 通信運搬費 郵便料金（7月分） 4,568
平成30年8月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（7月分） 4,900
平成30年8月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（7月分） 31,428
平成30年8月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（7月分） 93,960
平成30年8月31日 使用料及び賃借料 システム運用端末等の賃貸借（7月分） 10,800
平成30年8月31日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 973,455
平成30年8月31日 旅費 管外旅費（インターンシップ生分） 3,990
平成30年9月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（8月分） 29,202
平成30年9月5日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料 39,396
平成30年9月9日 負担金補助及び交付金 平成30年度地方公営企業会計基準実務講習会 15,000
平成30年9月10日 賃金 非常勤作業員（8月実績）単価6950 118,150
平成30年9月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（8月実績） 1,400
平成30年9月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：8月分） 28,885
平成30年9月12日 旅費 管外旅費（豊洲市場開場記念式典） 29,220
平成30年9月18日 備消耗品費 消費税法の実務 10,023
平成30年9月18日 印刷製本費 平成30年度版市場概要 67,219
平成30年9月18日 給料 給料（9月分） 4,388,000
平成30年9月18日 手当 手当（9月分） 1,006,100
平成30年9月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：9月分） 1,024,440
平成30年9月18日 旅費 管内旅費（8月分） 30,930
平成30年9月20日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 3,660,632
平成30年9月21日 法定福利費 地共済　長期（厚生）追加費用負担金 2,305,800
平成30年9月21日 法定福利費 地共済　長期（経過）追加費用負担金 263,520
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（9月分） 256,574
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（9月分） 29,970
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（9月分） 728,190
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（9月分） 41,850
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　長期（経過）負担金（9月分） 577
平成30年9月26日 法定福利費 地共済　事務費（9月分） 70,062
平成30年9月26日 修繕費 冷蔵庫棟冷凍機緊急修繕工事 1,490,400
平成30年9月28日 備消耗品費 複写サービス（8月分） 8,253
平成30年9月28日 燃料費 ガソリン代 6,014
平成30年9月28日 通信運搬費 郵便料金（8月分） 2,962
平成30年9月28日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（8月分） 4,900
平成30年9月28日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（8月分） 31,104
平成30年9月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（8月分） 93,960
平成30年9月28日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成30年9月28日 負担金補助及び交付金 全国中央卸売市場協会近畿支部会費 10,000
平成30年10月1日 法定福利費 健康保険料（8月分） 69,970



平成30年10月1日 法定福利費 厚生年金保険料（8月分） 109,068
平成30年10月1日 法定福利費 児童手当拠出金（8月分） 3,456
平成30年10月1日 通信運搬費 電話料金　KDDI（8月分） 2,289
平成30年10月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（9月分） 28,751
平成30年10月9日 手当 児童手当（10月期分） 220,000
平成30年10月10日 賃金 非常勤作業員（9月実績）単価6950 97,300
平成30年10月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（9月実績） 1,300
平成30年10月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：9月分） 27,265
平成30年10月17日 修繕費 冷蔵庫棟エレベーター他3台予防修繕 2,490,000
平成30年10月17日 給料 給料（10月分） 4,388,000
平成30年10月17日 手当 手当（10月分） 1,241,076
平成30年10月17日 手当 通勤手当 1,168,020
平成30年10月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：10月分） 1,024,440
平成30年10月17日 旅費 管内旅費（9月分） 17,480
平成30年10月19日 修繕費 中央市場　水産棟・青果棟緊急復旧工事 18,400,000
平成30年10月19日 委託料 中央市場水産棟青果棟天井設備保全点検業務 548,640
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（10月分） 256,574
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（10月分） 29,970
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（10月分） 728,190
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（10月分） 41,850
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（10月分） 577
平成30年10月26日 法定福利費 地共済　事務費（10月分） 282
平成30年10月26日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 12,111
平成30年10月26日 備消耗品費 定期刊行物（毎日・日経新聞） 26,811
平成30年10月26日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
平成30年10月26日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
平成30年10月26日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 16,611
平成30年10月26日 旅費 管外旅費（福岡市中央卸売市場視察） 38,120
平成30年10月26日 旅費 管外旅費（福岡市中央卸売市場視察） 37,940
平成30年10月31日 法定福利費 健康保険料（9月分） 68,679
平成30年10月31日 法定福利費 厚生年金保険料（9月分） 107,055
平成30年10月31日 法定福利費 児童手当拠出金（9月分） 3,393
平成30年10月31日 備消耗品費 複写サービス（9月分） 7,381
平成30年10月31日 通信運搬費 郵便料金（9月分） 25,246
平成30年10月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（9月分） 2,879
平成30年10月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（9月分） 4,900
平成30年10月31日 委託料 取扱実績集計演算システム保守 64,800
平成30年10月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（9月分） 93,960
平成30年10月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800



平成30年10月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（9月分） 31,104
平成30年10月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金（8月分） 2,580
平成30年11月5日 印刷製本費 決算書等の印刷 73,278
平成30年11月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（10月分） 28,880
平成30年11月5日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（10月分） 13,132
平成30年11月9日 備消耗品費 消費税法の実務 9,933
平成30年11月9日 賃金 非常勤作業員（10月実績）単価6950 118,150
平成30年11月9日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（10月実績） 1,700
平成30年11月9日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：10月分） 31,010
平成30年11月12日 備消耗品費 大阪府中央卸売市場活性化協議会経費 1,200
平成30年11月16日 備消耗品費 備消耗品費（名刺カード） 14,550
平成30年11月16日 備消耗品費 備消耗品費（カラー付箋） 4,320
平成30年11月16日 修繕費 水産仲卸棟工水管漏水修繕工事 1,364,040
平成30年11月16日 修繕費 中央市場　水産棟青果棟1階天井設備修繕 2,494,800
平成30年11月16日 委託料 卸・仲卸業者財務検査委託業務（1回目） 225,504
平成30年11月16日 給料 給料（11月分） 4,388,000
平成30年11月16日 手当 手当（11月分） 1,125,035
平成30年11月16日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：11月分） 1,024,440
平成30年11月16日 旅費 管内旅費（10月分） 25,970
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（11月分） 254,798
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（11月分） 29,970
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（11月分） 722,970
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（11月分） 41,550
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（11月分） 573
平成30年11月26日 法定福利費 地共済　事務費（11月分） 282
平成30年11月26日 備消耗品費 備消耗品費（書籍） 16,100
平成30年11月26日 備消耗品費 備消耗品費（蛍光ペン　他） 10,860
平成30年11月26日 報償費 平成30年度活性化協議会　学識委員謝礼 9,500
平成30年11月30日 法定福利費 健康保険料（10月分） 68,679
平成30年11月30日 法定福利費 厚生年金保険料（10月分） 107,055
平成30年11月30日 法定福利費 児童手当拠出金（10月分） 3,393
平成30年11月30日 備消耗品費 複写サービス（10月分） 7,599
平成30年11月30日 通信運搬費 郵便料金（10月分） 5,610
平成30年11月30日 通信運搬費 電話料金　KDDI（10月分） 4,888
平成30年11月30日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（10月分） 4,900
平成30年11月30日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成30年11月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（10月分） 93,960
平成30年11月30日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（10月分） 31,104
平成30年11月30日 負担金補助及び交付金 平成30年度専用線公租公課相当額 233,236



平成30年12月5日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（11月分） 13,132
平成30年12月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（11月分） 27,663
平成30年12月6日 報償費 せり人試験委員謝礼品 7,776
平成30年12月10日 通信運搬費 ETC利用（10月分） 600
平成30年12月10日 手当 期末・勤勉手当（12月期分） 13,521,941
平成30年12月10日 賃金 非常勤作業員（11月実績）単価6950 111,200
平成30年12月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（11月実績） 1,600
平成30年12月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：11月分） 26,320
平成30年12月17日 備消耗品費 備消耗品費（日付印） 5,744
平成30年12月17日 法定福利費 地共済　短期負担金（12月期末分） 599,975
平成30年12月17日 法定福利費 地共済　介護負担金（12月期末分） 72,238
平成30年12月17日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（12月期末) 1,675,752
平成30年12月17日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（12月期末) 96,307
平成30年12月17日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（12月期末) 1,329
平成30年12月17日 給料 給料（12月分） 4,388,000
平成30年12月17日 手当 手当（12月分） 1,217,098
平成30年12月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：12月分） 1,024,440
平成30年12月17日 旅費 管内旅費（11月分） 25,500
平成30年12月19日 委託料 卸・仲卸業者財務検査委託業務（2回目） 451,008
平成30年12月19日 旅費 管外旅費（全中協検査担当等職員研修会） 30,540
平成30年12月21日 備消耗品費 備消耗品費（プリンタ等） 15,230
平成30年12月21日 備消耗品費 備消耗品費（プリンタインク等） 46,089
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　短期負担金（12月分） 255,241
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　介護負担金（12月分） 29,970
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（12月分） 724,275
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（12月分） 41,625
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（12月分） 574
平成30年12月21日 法定福利費 地共済　事務費（12月分） 282
平成30年12月28日 委託料 卸・仲卸業者財務検査委託業務（3回目） 112,752
平成30年12月28日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成30年12月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（11月分) 93,960
平成30年12月28日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（11月分） 31,104
平成30年12月28日 修繕費 冷蔵庫棟屋上防水緊急復旧工事 3,099,600
平成30年12月28日 通信運搬費 郵便料金（11月分） 17,317
平成30年12月28日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（11月分） 4,900
平成30年12月28日 燃料費 ガソリン代 5,057
平成30年12月28日 備消耗品費 複写サービス（11月分） 9,060
平成30年12月28日 備消耗品費 消費税法の実務 8,845
平成31年1月4日 法定福利費 健康保険料（11月分） 68,679



平成31年1月4日 法定福利費 厚生年金保険料（11月分） 107,055
平成31年1月4日 法定福利費 児童手当拠出金（11月分） 3,393
平成31年1月4日 通信運搬費 電話料金　KDDI（11月分） 4,041
平成31年1月4日 委託料 取扱実績集計演算システム保守 64,800
平成31年1月7日 通信運搬費 電話料金　NTT（12月分） 27,489
平成31年1月7日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（12月分） 13,132
平成31年1月10日 修繕費 水産棟・青果棟屋根緊急復旧工事 11,793,600
平成31年1月10日 通信運搬費 ETC利用 2,210
平成31年1月10日 賃金 非常勤作業員（12月実績）単価6950 97,300
平成31年1月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（12月実績） 1,400
平成31年1月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：12月分） 29,515
平成31年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 12,111
平成31年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（毎日・日経新聞） 26,811
平成31年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
平成31年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
平成31年1月17日 給料 給料（1月分） 4,407,600
平成31年1月17日 手当 手当（1月分） 1,039,963
平成31年1月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：1月分） 1,024,440
平成31年1月17日 旅費 管内旅費（12月分） 12,120
平成31年1月21日 旅費 管外旅費（都道府県卸売市場担当者会議） 28,840
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　短期負担金（1月分） 254,798
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　介護負担金（1月分） 29,970
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（1月分） 722,970
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（1月分） 41,550
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（1月分） 573
平成31年1月25日 法定福利費 地共済　事務費（1月分） 282
平成31年1月25日 法定福利費 地方公務員災害補償基金負担金（追加納付） 29,653
平成31年1月30日 旅費 管外旅費（福岡市中央卸売市場） 37,410
平成31年1月30日 旅費 管外旅費（福岡市中央卸売市場） 37,450
平成31年1月31日 法定福利費 健康保険料（12月分） 68,679
平成31年1月31日 法定福利費 厚生年金保険料（12月分） 107,055
平成31年1月31日 法定福利費 児童手当拠出金（12月分） 3,393
平成31年1月31日 備消耗品費 複写サービス（12月分） 6,203
平成31年1月31日 備消耗品費 備消耗品費（ゴミ袋） 4,710
平成31年1月31日 通信運搬費 郵便料金（12月分） 15,758
平成31年1月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（12月分） 2,125
平成31年1月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（12月分） 4,900
平成31年1月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（12月分) 93,960
平成31年1月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800



平成31年1月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（12月分） 31,104
平成31年2月5日 備消耗品費 備消耗品費（名札ホルダー） 4,341
平成31年2月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（1月分） 25,750
平成31年2月5日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（1月分） 13,132
平成31年2月6日 旅費 管外旅費（全中協検査担当職員研修他） 38,560
平成31年2月7日 手当 期末・勤勉手当（差額） 297,412
平成31年2月8日 手当 児童手当（2月期分） 220,000
平成31年2月8日 賃金 非常勤作業員（1月実績）単価6950 83,400
平成31年2月8日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（1月実績） 1,200
平成31年2月8日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：1月分） 27,265
平成31年2月13日 備消耗品費 市場指定管理者評価委員会経費 1,500
平成31年2月18日 法定福利費 地共済　短期負担金（差額分） 13,317
平成31年2月18日 法定福利費 地共済　介護負担金（差額分） 1,599
平成31年2月18日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（差額分） 30,931
平成31年2月18日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（差額分） 1,777
平成31年2月18日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（差額分） 24
平成31年2月18日 給料 給料（2月分） 4,011,621
平成31年2月18日 手当 手当（2月分） 1,014,647
平成31年2月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：2月分） 1,024,440
平成31年2月20日 旅費 管外旅費（卸売市場流通研究会） 440
平成31年2月25日 保険料 平成30年度建物共済基金負担金 156,730
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（２月分） 254,798
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（２月分） 29,970
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（2月分） 722,970
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（2月分） 41,550
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　事務費（2月分） 282
平成31年2月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（2月分） 573
平成31年2月26日 委託料 卸・仲卸業者財務検査委託業務（4回目） 357,048
平成31年2月26日 使用料及び賃借料 市場指定管理者評価委員会経費 21,360
平成31年2月28日 法定福利費 健康保険料（1月分） 68,679
平成31年2月28日 法定福利費 厚生年金保険料（1月分） 107,055
平成31年2月28日 法定福利費 児童手当拠出金（1月分） 3,393
平成31年2月28日 備消耗品費 複写サービス（1月分） 5,920
平成31年2月28日 通信運搬費 郵便料金（1月分） 3,990
平成31年2月28日 通信運搬費 電話料金　KDDI（1月分） 2,431
平成31年2月28日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（1月分） 4,900
平成31年2月28日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（1月分） 31,104
平成31年2月28日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成31年2月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（1月分） 93,960



平成31年2月28日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 1,098,177
平成31年3月5日 通信運搬費 電話料金　NTT（2月分） 27,605
平成31年3月5日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（2月分） 13,132
平成31年3月8日 修繕費 管理棟7階非常放送回路修繕工事 626,400
平成31年3月8日 委託料 アスベスト含有分析調査業務 156,600
平成31年3月8日 委託料 卸・仲卸業者財務検査委託業務（5回目） 131,544
平成31年3月8日 賃金 非常勤作業員（2月実績）単価6950 104,250
平成31年3月8日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（2月実績） 1,500
平成31年3月8日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：2月分） 29,250
平成31年3月14日 報酬 市場運営取引業務協議会委員報酬 124,500
平成31年3月14日 旅費 市場運営取引業務協議会委員旅費 13,440
平成31年3月18日 給料 給料（3月分） 4,407,600
平成31年3月18日 手当 手当（3月分） 1,032,265
平成31年3月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：3月分） 1,024,440
平成31年3月18日 旅費 管内旅費（1月、2月分） 23,040
平成31年3月20日 備消耗品費 備消耗品費（フラットファイル） 7,506
平成31年3月20日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 3,675,750
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　短期負担金（3月分） 254,798
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　介護負担金（3月分） 29,970
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　長期（厚生他）負担金（3月分） 722,970
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　長期（退職等）負担金（3月分） 41,550
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　長期（経過他）負担金（3月分） 573
平成31年3月26日 法定福利費 地共済　事務費（3月分） 282
平成31年3月26日 修繕費 電力量計取替工事（その２） 7,560,000
平成31年3月26日 修繕費 水産棟・青果棟地震被害復旧工事 17,841,600
平成31年3月29日 法定福利費 健康保険料（2月分） 68,679
平成31年3月29日 法定福利費 厚生年金保険料（2月分） 107,055
平成31年3月29日 法定福利費 児童手当拠出金（2月分） 3,393
平成31年3月29日 備消耗品費 複写サービス（2月分） 8,376
平成31年3月29日 備消耗品費 平成30年度運営取引業務協議会 会場経費 8,547
平成31年3月29日 修繕費 中央市場　水産棟・青果棟緊急復旧工事 28,729,040
平成31年3月29日 修繕費 道路標識その他修繕工事 1,816,560
平成31年3月29日 修繕費 管理棟内壁修繕工事 2,062,800
平成31年3月29日 通信運搬費 郵便料金（2月分） 5,207
平成31年3月29日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2月分） 4,900
平成31年3月29日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（2月分） 31,104
平成31年3月29日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（2月分） 93,960
平成31年3月29日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成31年3月29日 使用料及び賃借料 平成30年度運営取引業務協議会 会場経費 68,784



平成31年3月29日 負担金補助及び交付金 一般定期健康診断負担金 90,072
平成31年3月29日 負担金補助及び交付金 職員端末機　サポート利用負担金 52,510
平成31年3月29日 負担金補助及び交付金 職員端末機　賃貸借負担金 57,733
平成31年3月29日 負担金補助及び交付金 職員端末機　賃貸借負担金 420,563
平成31年3月29日 企業債手数料及び取扱諸費 第442回公募公債(10年)に係る手数料 10,623
平成31年3月29日 企業債手数料及び取扱諸費 第442回公募公債(10年)に係る手数料 223,020
平成31年3月29日 企業債手数料及び取扱諸費 第160回公募公債（５年）に係る手数料 4,295
平成31年3月29日 企業債手数料及び取扱諸費 第160回公募公債（５年）に係る手数料 78,408
平成31年3月31日 法定福利費 健康保険料（3月分） 69,732
平成31年3月31日 法定福利費 厚生年金保険料（3月分） 107,055
平成31年3月31日 法定福利費 児童手当拠出金（3月分） 3,393
平成31年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
平成31年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（毎日・日経新聞） 26,811
平成31年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
平成31年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
平成31年3月31日 備消耗品費 複写サービス（3月分） 8,238
平成31年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（中央市場新聞） 25,920
平成31年3月31日 被服費 被服費（安全靴） 6,868
平成31年3月31日 修繕費 青果棟空調設備撤去工事 432,000
平成31年3月31日 修繕費 水産・青果スロープ支承保全工事 2,484,000
平成31年3月31日 修繕費 水産スロープEXP.J保全工事 2,376,000
平成31年3月31日 修繕費 冷蔵庫棟大気汚染自動監視設備保全工事 2,484,000
平成31年3月31日 修繕費 西冷蔵庫棟冷凍設備修繕工事 2,311,200
平成31年3月31日 修繕費 高架下冷凍冷蔵設備修繕工事 2,446,200
平成31年3月31日 修繕費 青果第3電気室高架下冷蔵庫電源盤修繕工事 1,306,800
平成31年3月31日 修繕費 高架下冷蔵庫屋外雨水設備修繕工事 2,300,400
平成31年3月31日 修繕費 水産大通り西側歩道修繕工事 2,473,200
平成31年3月31日 修繕費 高架下冷蔵庫R-7号機冷凍機モーター修繕 885,600
平成31年3月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（2月分） 2,943
平成31年3月31日 通信運搬費 電話料金　NTT（3月分） 24,914
平成31年3月31日 通信運搬費 郵便料金（3月分） 7,205
平成31年3月31日 通信運搬費 電話料金　KDDI（3月分） 2,823
平成31年3月31日 通信運搬費 衛星電話　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（3月分） 4,900
平成31年3月31日 委託料 財務会計システム運用保守委託料 388,800
平成31年3月31日 委託料 予算管理システム運用保守委託料 259,200
平成31年3月31日 委託料 取扱実績集計演算システム保守（3月分） 64,800
平成31年3月31日 委託料 取扱実績集計演算システム保守 410,400
平成31年3月31日 使用料及び賃借料 電話交換機リース料（3月分） 13,132
平成31年3月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ機器等賃借料（3月分） 93,960



平成31年3月31日 使用料及び賃借料 ハイブリット自動車賃貸借料（3月分） 31,104
平成31年3月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 1,780
平成31年3月31日 使用料及び賃借料 指導業務関係システム運用端末等の賃貸借 10,800
平成31年3月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 680
平成31年3月31日 負担金補助及び交付金 行政文書管理システム　運営負担金 244,763
平成31年3月31日 手当 手当（3月分） 4,482
平成31年3月31日 賃金 非常勤作業員（3月実績）単価6950 97,300
平成31年3月31日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（3月実績） 1,400
平成31年3月31日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：3月分） 29,980
平成31年3月31日 旅費 管内旅費（3月分） 26,800


