
令和元年度 公金支出情報(企業会計）【中央卸売市場】

最 新 公 表 月 ： 令和2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）

保険料 平成31年度大阪府公用車の自動車保険料 25,630
保険料 施設所有（管理）者賠償責任保険 571,410
給料 給料（4月分） 3,958,900
手当 手当（4月分） 816,106
手当 通勤手当 1,021,500
報酬 非常勤嘱託員（報酬：4月分） 1,019,340
法定福利費 地共済 短期負担金（4月分） 226,046
法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（4月分） 645,504
法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（4月分） 36,900
法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（4月分） 540
法定福利費 地共済 事務費（4月分） 168
法定福利費 地共済 介護負担金（4月分） 28,008

令和1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 110,143
令和1年5月8日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,675
令和1年5月8日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年5月8日 使用料及び賃借料 ＮＨＫ受信料 14,545
令和1年5月9日 旅費 管外旅費（平成31年度全中協定例総会） 28,900
令和1年5月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：4月分） 39,585
令和1年5月15日 印刷製本費 印刷製本費(名刺） 2,370
令和1年5月17日 修繕費 高架下冷蔵庫冷凍機修繕工事 1,065,960
令和1年5月17日 給料 給料（5月分） 4,375,080
令和1年5月17日 手当 手当（5月分） 951,370
令和1年5月17日 手当 通勤手当 167,330
令和1年5月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：5月分） 963,908
令和1年5月17日 旅費 管内旅費（4月分） 26,040
令和1年5月27日 法定福利費 地共済 短期負担金（5月分） 239,814
令和1年5月27日 法定福利費 地共済 介護負担金（5月分） 28,229
令和1年5月27日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（5月分） 686,176
令和1年5月27日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（5月分） 39,225
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令和1年5月27日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（5月分） 574
令和1年5月27日 法定福利費 地共済 事務費（5月分） 184
令和1年5月27日 備消耗品費 備消耗品費 53,560
令和1年5月27日 修繕費 高架下冷蔵庫棟横歩道修繕工事 928,800
令和1年5月31日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 63,176
令和1年5月31日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 96,990
令和1年5月31日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,604
令和1年5月31日 備消耗品費 複写サービス（4月分） 6,018
令和1年5月31日 備消耗品費 備消耗品費 9,536
令和1年5月31日 被服費 被服費 97,686
令和1年5月31日 燃料費 ガソリン代 5,756
令和1年5月31日 通信運搬費 郵便料金 3,312
令和1年5月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年5月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,375
令和1年5月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（4月分） 93,960
令和1年5月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(4月分 10,800
令和1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） 31,104
令和1年6月5日 修繕費 青果棟立体駐車場A防水修繕工事 1,749,600
令和1年6月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,227
令和1年6月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年6月7日 手当 児童手当（６月期分） 140,000
令和1年6月7日 印刷製本費 印刷製本費(事故品立会証) 30,240
令和1年6月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：５月分） 33,660
令和1年6月14日 備消耗品費 消費税の実務 18,007
令和1年6月14日 備消耗品費 備消耗品費 41,417
令和1年6月14日 備消耗品費 備消耗品費 11,124
令和1年6月17日 給料 給料（6月分） 4,322,500
令和1年6月17日 手当 手当（6月分） 970,318
令和1年6月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：6月分） 849,450
令和1年6月17日 旅費 管内旅費（5月分） 20,720
令和1年6月24日 旅費 管外旅費（卸売市場検査職員基礎研修：東京 46,600
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（6月分） 239,814
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（6月分） 28,229
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（6月分） 686,176
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（6月分） 39,225
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（6月分） 574
令和1年6月26日 法定福利費 地共済 事務費（6月分） 184
令和1年6月28日 手当 期末・勤勉手当(6月期） 4,154,645
令和1年6月28日 備消耗品費 複写サービス（5月分） 6,843



令和1年6月28日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年6月28日 通信運搬費 郵便料金 3,126
令和1年6月28日 使用料及び賃借料 タクシー料金（４月分） 12,850
令和1年6月28日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(5月分 10,800
令和1年6月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（５月分） 93,960
令和1年6月28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） 31,104
令和1年6月28日 負担金補助及び交付金 令和元年度全国中央卸売市場協会会費 130,000
令和1年6月28日 負担金補助及び交付金 平成31年度国有資産等所在市町村交付金 90,799,100
令和1年7月1日 法定福利費 労働保険料（雇用保険料） 82,672
令和1年7月1日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 63,176
令和1年7月1日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 96,990
令和1年7月1日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,604
令和1年7月1日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,615
令和1年7月5日 修繕費 青果棟舗装修繕工事 1,026,000
令和1年7月5日 修繕費 水産棟４階控室他内装修繕工事 362,610
令和1年7月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,842
令和1年7月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年7月10日 賃金 非常勤作業員（6月実績） 111,200
令和1年7月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（6月実績） 1,600
令和1年7月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：6月分） 39,215
令和1年7月12日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和1年7月12日 備消耗品費 定期刊行物（中央市場新聞） 2,160
令和1年7月12日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
令和1年7月12日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 26,811
令和1年7月12日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 5,000
令和1年7月12日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
令和1年7月16日 法定福利費 地共済 短期負担金（6月期末分） 184,420
令和1年7月16日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（6月期末分) 30,180
令和1年7月16日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（6月期末分) 442
令和1年7月16日 法定福利費 地共済 介護負担金（6月期末分） 21,939
令和1年7月16日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（6月期末分) 527,950
令和1年7月17日 給料 給料（7月分） 4,322,500
令和1年7月17日 手当 通勤手当 △ 51,890
令和1年7月17日 手当 手当（7月分） 931,045
令和1年7月17日 手当 通勤手当 47,860
令和1年7月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：7月分） 972,020
令和1年7月17日 旅費 管内旅費（6月分） 24,180
令和1年7月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（7月分） 241,590
令和1年7月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（７月分） 28,229



令和1年7月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（7月分） 39,525
令和1年7月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（7月分） 691,424
令和1年7月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（7月分） 578
令和1年7月26日 法定福利費 地共済 事務費（7月分） 184
令和1年7月26日 通信運搬費 郵便切手 1,230
令和1年7月31日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 69,732
令和1年7月31日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 107,055
令和1年7月31日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,978
令和1年7月31日 備消耗品費 複写サービス（6月分） 7,963
令和1年7月31日 通信運搬費 郵便料金 3,492
令和1年7月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年7月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 1,953
令和1年7月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(6月分 10,800
令和1年7月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（6月分） 93,960
令和1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） 31,104
令和1年7月31日 負担金補助及び交付金 令和元年度大阪府中央卸売市場協会補助金 3,240,000
令和1年8月2日 旅費 管外旅費（札幌市中央卸売市場） 60,520
令和1年8月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,207
令和1年8月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年8月9日 賃金 非常勤作業員（7月実績） 125,100
令和1年8月9日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（7月実績） 1,700
令和1年8月9日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：７月分） 39,085
令和1年8月14日 備消耗品費 備消耗品費（プリンタインク等） 29,596
令和1年8月14日 備消耗品費 備消耗品費（A3用紙） 14,152
令和1年8月16日 修繕費 青果スロープEXP-J 保全工事 2,484,000
令和1年8月16日 給料 給料（8月分） 4,322,500
令和1年8月16日 手当 手当（8月分） 972,392
令和1年8月16日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：8月分） 1,019,340
令和1年8月16日 旅費 管内旅費（7月分） 32,820
令和1年8月21日 旅費 管外旅費（第２回全中協理事会） 36,630
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（8月分） 246,475
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（8月分） 701,920
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（8月分） 40,125
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（8月分） 587
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 事務費（8月分） 184
令和1年8月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（8月分） 28,673
令和1年8月29日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 864,325
令和1年8月29日 旅費 管外旅費（DPL市川視察） 29,720
令和1年8月29日 旅費 管外旅費（DPL市川視察） 30,410



令和1年8月30日 備消耗品費 複写サービス（7月分） 8,159
令和1年8月30日 備消耗品費 備消耗品費（書籍） 8,964
令和1年8月30日 備消耗品費 消費税の実務 17,734
令和1年8月30日 通信運搬費 郵便料金 6,015
令和1年8月30日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年8月30日 委託料 量水器取替工事実施設計業務 604,800
令和1年8月30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） 31,104
令和1年8月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（7月分） 93,960
令和1年8月30日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(7月分 10,800
令和1年9月2日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 71,639
令和1年9月2日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 109,983
令和1年9月2日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,978
令和1年9月2日 通信運搬費 電話料金 KDDI 3,336
令和1年9月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 27,067
令和1年9月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年9月10日 賃金 非常勤作業員（8月実績） 118,150
令和1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
令和1年9月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：8月分） 36,505
令和1年9月17日 給料 給料（９月分） 4,322,500
令和1年9月17日 手当 手当（９月分） 992,094
令和1年9月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：９月分） 1,019,340
令和1年9月17日 備消耗品費 定期刊行物（建設物価） 3,920
令和1年9月17日 旅費 管内旅費（８月分） 26,340
令和1年9月20日 法定福利費 地方公務員災害補償基金概算負担金 682
令和1年9月20日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 3,458,637
令和1年9月25日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 54,415
令和1年9月25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 567
令和1年9月25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 267
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（９月分） 242,478
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（9月分） 28,155
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（9月分） 39,750
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（９月分） 165,893
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（9月分） 2,478,368
令和1年9月26日 法定福利費 地共済 事務費（９月分） 55,804
令和1年9月30日 法定福利費 社会保険料（健康保険料：8月分） 69,732
令和1年9月30日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料：8月分） 107,055
令和1年9月30日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金：8月分） 3,978
令和1年9月30日 備消耗品費 複写サービス（8月分） 6,511
令和1年9月30日 通信運搬費 郵便料金 12,610



令和1年9月30日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,360
令和1年9月30日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年9月30日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（8月分） 93,960
令和1年9月30日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(8月分 10,800
令和1年9月30日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 30,888
令和1年9月30日 負担金補助及び交付金 全中協近畿支部会費 10,000
令和1年10月3日 通信運搬費 郵便切手 844
令和1年10月4日 印刷製本費 印刷製本費（市場概要） 71,442
令和1年10月7日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,937
令和1年10月7日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年10月8日 手当 児童手当（10月期分） 140,000
令和1年10月10日 賃金 非常勤作業員（9月実績） 118,150
令和1年10月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（9月実績） 1,700
令和1年10月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：9月分） 35,505
令和1年10月10日 修繕費 青果棟A3エレベーター保全工事 270,000
令和1年10月10日 修繕費 水産棟照明設備等他保全工事 2,149,200
令和1年10月10日 修繕費 青果棟A1エレベーター保全工事 2,484,000
令和1年10月10日 修繕費 鉄道橋保全工事 2,495,620
令和1年10月10日 修繕費 管理棟防火扉その他保全工事 1,490,400
令和1年10月17日 給料 給料（10月分） 4,322,500
令和1年10月17日 手当 手当（10月分） 1,334,931
令和1年10月17日 手当 通勤手当（下半期分） 1,229,910
令和1年10月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：10月分） 1,019,340
令和1年10月17日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 26,811
令和1年10月17日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
令和1年10月17日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和1年10月17日 旅費 管内旅費（9月分） 20,904
令和1年10月17日 修繕費 水産青果棟乗用エレベーター保全工事 2,484,000
令和1年10月23日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
令和1年10月23日 旅費 管外旅費（大都市中央市場会議 横浜） 38,244
令和1年10月23日 旅費 管外旅費（大都市中央市場会議 横浜） 38,280
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 短期負担金（10月分） 242,478
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（10月分） 39,750
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（10月分） 581
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（10月分） 695,360
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 事務費（10月分） 184
令和1年10月28日 法定福利費 地共済 介護負担金（10月分） 28,155
令和1年10月31日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 69,136
令和1年10月31日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 106,140



令和1年10月31日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,944
令和1年10月31日 備消耗品費 複写サービス（9月分） 10,148
令和1年10月31日 燃料費 ガソリン代 5,738
令和1年10月31日 修繕費 冷蔵庫棟事務所その他修繕工事 2,008,800
令和1年10月31日 通信運搬費 郵便料金 12,809
令和1年10月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年10月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,569
令和1年10月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 680
令和1年10月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（９月分） 93,960
令和1年10月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料（９月分） 10,800
令和1年10月31日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 30,888
令和1年11月5日 備消耗品費 副仲卸業者章 1,650
令和1年11月5日 印刷製本費 印刷製本費（決算書等） 79,915
令和1年11月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 26,576
令和1年11月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年11月8日 賃金 非常勤作業員（10月実績） 125,820
令和1年11月8日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（10月実績） 1,700
令和1年11月8日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：10月分） 36,360
令和1年11月18日 給料 給料（11月分） 4,322,500
令和1年11月18日 手当 手当（11月分） 1,127,854
令和1年11月18日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：11月分） 1,019,340
令和1年11月18日 旅費 管内旅費（10月分） 18,748
令和1年11月25日 報酬 市場運営取引業務協議会委員報酬 116,200
令和1年11月25日 報償費 活性化協議会 委員謝礼等 8,300
令和1年11月25日 旅費 市場運営取引業務協議会委員報酬等 11,300
令和1年11月25日 旅費 活性化協議会 委員謝礼等 4,840
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（11月分） 242,478
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（11月分） 28,155
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 長期（経過的）負担金（11月分） 581
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（11月分） 695,360
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 事務費（11月分） 184
令和1年11月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（11月分） 39,750
令和1年11月28日 旅費 管外旅費（全中協担当課長会議） 29,440
令和1年11月29日 備消耗品費 複写サービス（10月分） 9,388
令和1年11月29日 通信運搬費 郵便料金 6,730
令和1年11月29日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年11月29日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（10月分） 93,960
令和1年11月29日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(10月分) 10,800
令和1年11月29日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 31,460



令和1年11月29日 負担金補助及び交付金 令和元年度専用線公租公課相当額 232,926
令和1年12月2日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 69,136
令和1年12月2日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 106,140
令和1年12月2日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,944
令和1年12月2日 通信運搬費 電話料金 KDDI 3,998
令和1年12月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,883
令和1年12月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和1年12月10日 手当 期末・勤勉手当（12月期分） 12,478,365
令和1年12月10日 賃金 非常勤作業員（11月実績） 118,830
令和1年12月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（11月実績） 1,700
令和1年12月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：11月分） 37,990
令和1年12月10日 備消耗品費 令和元年度運営取引業務協議会 会場経費 9,800
令和1年12月10日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 52,642
令和1年12月10日 使用料及び賃借料 令和元年度運営取引業務協議会 会場経費 52,272
令和1年12月16日 法定福利費 地共済 短期負担金（期末手当分） 553,881
令和1年12月16日 法定福利費 地共済 介護負担金（期末手当分） 65,815
令和1年12月16日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（期末手当分 1,585,686
令和1年12月16日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（期末手当分 90,645
令和1年12月16日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（期末手当分 1,327
令和1年12月17日 給料 給料（12月分） 4,322,500
令和1年12月17日 手当 手当（12月分） 1,417,157
令和1年12月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：12月分） 1,019,340
令和1年12月17日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 5,606
令和1年12月17日 旅費 管内旅費（11月分） 37,634
令和1年12月25日 保険料 令和元年度建物共済基金負担金 160,663
令和1年12月26日 手当 地域手当（差額支給） 329,488
令和1年12月26日 手当 期末手当（差額支給） 458,414
令和1年12月26日 手当 時間外手当（差額支給） 11,833
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（12月分） 242,478
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（12月分） 28,155
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（12月分） 39,750
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（12月分） 695,360
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（12月分） 581
令和1年12月26日 法定福利費 地共済 事務費（12月分） 184
令和1年12月27日 備消耗品費 複写サービス（１１月分） 13,653
令和1年12月27日 通信運搬費 郵便料金 17,090
令和1年12月27日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和1年12月27日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 315,859
令和1年12月27日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料 10,800



令和1年12月27日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 31,460
令和1年12月27日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料 93,960
令和2年1月6日 法定福利費 健康保険料 69,136
令和2年1月6日 法定福利費 厚生年金保険料 106,140
令和2年1月6日 法定福利費 児童手当拠出金 3,944
令和2年1月6日 通信運搬費 電話料金 KDDI 4,795
令和2年1月7日 通信運搬費 電話料金 NTT 27,772
令和2年1月7日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和2年1月10日 賃金 非常勤作業員（12月実績） 111,840
令和2年1月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（12月実績） 1,600
令和2年1月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：12月分） 36,295
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 26,811
令和2年1月10日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
令和2年1月10日 修繕費 旧中間処理場プラント撤去工事 1,980,000
令和2年1月10日 通信運搬費 ETC利用 3,160
令和2年1月17日 給料 給料（1月分） 4,375,600
令和2年1月17日 手当 手当（1月分） 1,085,319
令和2年1月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：1月分） 1,019,340
令和2年1月17日 備消耗品費 備消耗品費（物品） 19,984
令和2年1月17日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和2年1月17日 旅費 管内旅費（12月分） 19,436
令和2年1月21日 報償費 セリ人試験委員謝礼品 14,520
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 短期負担金（差額支給分） 20,250
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 介護負担金（差額支給分） 2,409
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（差額支給分 2,925
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（差額支給分 51,168
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（差額支給分 42
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 短期負担金（1月分） 250,472
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 介護負担金（1月分） 29,486
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（1月分） 41,100
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（1月分） 718,976
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（1月分） 601
令和2年1月27日 法定福利費 地共済 事務費（1月分） 184
令和2年1月31日 法定福利費 健康保険料 69,136
令和2年1月31日 法定福利費 厚生年金保険料 106,140
令和2年1月31日 法定福利費 児童手当拠出金 3,944
令和2年1月31日 備消耗品費 複写サービス（12月分） 8,280
令和2年1月31日 通信運搬費 郵便料金 4,400
令和2年1月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900



令和2年1月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,623
令和2年1月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 930
令和2年1月31日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 31,460
令和2年1月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（12月分） 93,960
令和2年1月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料 10,800
令和2年2月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,404
令和2年2月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和2年2月7日 手当 児童手当（２月期分） 180,000
令和2年2月10日 通信運搬費 ETC利用 610
令和2年2月10日 賃金 非常勤作業員（1月実績）単価6950 104,850
令和2年2月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（1月実績） 1,500
令和2年2月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：1月分） 34,455
令和2年2月13日 旅費 管外旅費（豊洲・大田市場） 39,420
令和2年2月13日 旅費 管外旅費（豊洲・大田市場） 39,582
令和2年2月17日 修繕費 鉄道橋雨水設備補修工事 2,449,920
令和2年2月17日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 157,929
令和2年2月17日 給料 給料（２月分） 4,375,600
令和2年2月17日 手当 手当（２月分） 1,181,983
令和2年2月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：2月分） 1,019,340
令和2年2月17日 旅費 管内旅費（1月分） 36,717
令和2年2月18日 備消耗品費 指定管理者評価委員会開催に係る経費 2,250
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（2月分） 250,472
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（2月分） 29,486
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（2月分） 41,100
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（2月分） 718,976
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（2月分） 601
令和2年2月26日 法定福利費 地共済 事務費（3月分） 184
令和2年2月28日 備消耗品費 地方公営企業実務ハンドブック 5,228
令和2年2月28日 備消耗品費 複写サービス（1月分） 7,761
令和2年2月28日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
令和2年2月28日 備消耗品費 消費税の実務 9,790
令和2年2月28日 通信運搬費 郵便料金 4,008
令和2年2月28日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和2年2月28日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 105,286
令和2年2月28日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料（１月分 10,800
令和2年2月28日 使用料及び賃借料 タクシー料金 7,440
令和2年2月28日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（1月分） 93,960
令和2年2月28日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 31,460
令和2年2月28日 使用料及び賃借料 指定管理者評価委員会会場経費 21,750



令和2年3月2日 法定福利費 社会保険料（健康保険料） 69,136
令和2年3月2日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料） 106,140
令和2年3月2日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金） 3,944
令和2年3月2日 通信運搬費 電話料金 KDDI 5,119
令和2年3月2日 企業債利息 企業債利金償還金（政府債） 966,653
令和2年3月5日 通信運搬費 電話料金 NTT 28,583
令和2年3月5日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和2年3月10日 修繕費 量水器取替工事 7,568,000
令和2年3月10日 修繕費 管理棟地階溝蓋その他補修工事 2,218,480
令和2年3月10日 修繕費 水産棟電気室他電力量計取替工事 2,442,000
令和2年3月10日 修繕費 青果棟電気室電力量計取替工事 2,464,000
令和2年3月10日 修繕費 鉄道橋漏水修繕工事 1,949,200
令和2年3月10日 委託料 PCB含有分析調査業務 665,500
令和2年3月10日 賃金 非常勤作業員（２月実績）単価6990 111,840
令和2年3月10日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（２月実績） 1,400
令和2年3月10日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：2月分） 35,875
令和2年3月16日 備消耗品費 備消耗品費 21,622
令和2年3月16日 備消耗品費 備消耗品費（事務用品） 63,212
令和2年3月16日 印刷製本費 名刺代 1,936
令和2年3月17日 修繕費 高架下西側外壁保全工事 2,486,000
令和2年3月17日 委託料 市場内卸・仲卸業者財務検査補助委託業務 561,528
令和2年3月17日 給料 給料（3月分） 4,375,600
令和2年3月17日 手当 通勤手当（戻入分） △ 25,280
令和2年3月17日 手当 手当（3月分） 1,346,964
令和2年3月17日 手当 通勤手当（3月分） 25,710
令和2年3月17日 報酬 非常勤嘱託員（報酬：3月分） 1,019,340
令和2年3月17日 旅費 管内旅費（2月分） 11,943
令和2年3月23日 企業債利息 企業債利金償還金（機構債） 3,266,082
令和2年3月25日 企業債利息 企業債利金償還金（公募公債） 54,415
令和2年3月25日 企業債手数料及び取扱諸費 企業債利金支払手数料（公募公債） 849
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 短期負担金（3月分） 256,245
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 介護負担金（3月分） 29,486
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 長期（退職等）負担金（3月分） 42,075
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 長期（厚生他）負担金（3月分） 736,032
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 長期（経過他）負担金（3月分） 615
令和2年3月26日 法定福利費 地共済 事務費（3月分） 184
令和2年3月28日 手当 職員手当の戻入について △ 85,074
令和2年3月28日 手当 職員手当（通勤手当）の戻入について △ 25,710
令和2年3月31日 法定福利費 社会保険料（健康保険料：2月分） 69,136



令和2年3月31日 法定福利費 社会保険料（厚生年金保険料：2月分） 106,140
令和2年3月31日 法定福利費 社会保険料（児童手当拠出金：2月分） 3,944
令和2年3月31日 法定福利費 健康保険料（3月分） 69,660
令和2年3月31日 法定福利費 厚生年金保険料（3月分） 106,140
令和2年3月31日 法定福利費 児童手当拠出金（3月分） 3,944
令和2年3月31日 備消耗品費 複写サービス（2月分） 10,092
令和2年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（毎日新聞・日本経済新聞） 26,811
令和2年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（朝日新聞） 12,111
令和2年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（読売新聞） 13,200
令和2年3月31日 備消耗品費 定期刊行物（産経新聞） 12,111
令和2年3月31日 備消耗品費 複写サービス（3月分） 8,307 ]
令和2年3月31日 燃料費 ガソリン代 2,604
令和2年3月31日 燃料費 ガソリン代 823
令和2年3月31日 印刷製本費 印刷製本費（名刺） 5,214
令和2年3月31日 修繕費 管理棟電気室照明設備保全工事 2,365,000
令和2年3月31日 修繕費 高架下冷蔵庫棟分電盤保全工事 1,265,000
令和2年3月31日 修繕費 北側動力幹線設備保全工事 2,486,000
令和2年3月31日 修繕費 管理棟エレベータ他保全工事 2,497,000
令和2年3月31日 修繕費 樹木伐採保全工事 479,600
令和2年3月31日 修繕費 近郷売場雨水桶保全工事 1,683,000
令和2年3月31日 修繕費 貯氷庫床補修工事 1,097,250
令和2年3月31日 修繕費 旧中間処理場１階貯留場保全工事 2,483,250
令和2年3月31日 修繕費 旧中間処理場電気設備修繕工事 1,727,000
令和2年3月31日 修繕費 水産仲卸棟排水路補修工事 1,958,000
令和2年3月31日 修繕費 水産せり場床修繕工事 2,486,000
令和2年3月31日 修繕費 旧中間処理場高架下壁修繕工事 2,420,000
令和2年3月31日 通信運搬費 郵便料金 4,792
令和2年3月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 4,900
令和2年3月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI 2,967
令和2年3月31日 通信運搬費 電話料金 NTT 25,595
令和2年3月31日 通信運搬費 電話料金 KDDI（3月分） 3,276
令和2年3月31日 通信運搬費 郵便料金（3月分） 5,260
令和2年3月31日 通信運搬費 電話料金 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（3月分） 4,900
令和2年3月31日 通信運搬費 ETC利用 5,470
令和2年3月31日 委託料 財務会計システム運用保守委託料 396,000
令和2年3月31日 委託料 予算管理システム運用保守委託料 264,000
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料 31,460
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(2月分 10,800
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（2月分） 93,960



令和2年3月31日 使用料及び賃借料 タクシー料金 2,660
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 電話交換機、電話機リース料 13,132
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 指導関係システム運用端末賃貸借料(3月分 10,800
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 会計システムサーバ賃貸借料（3月分） 93,960
令和2年3月31日 使用料及び賃借料 ハイブリッド自動車賃貸借料（3月分） 31,460
令和2年3月31日 負担金補助及び交付金 一般定期健康診断負担金 78,948
令和2年3月31日 負担金補助及び交付金 職員端末機 賃貸借負担金 692,796
令和2年3月31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 121,448
令和2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 247,364
令和2年3月31日 企業債手数料及び取扱諸費 第454回大阪府公募公債に係る手数料 309
令和2年3月31日 企業債手数料及び取扱諸費 第454回大阪府公募公債に係る手数料 6,490
令和2年3月31日 手当 手当（3月分） 217,030
令和2年3月31日 賃金 非常勤作業員（3月実績）単価6990 125,820
令和2年3月31日 賃金 非常勤作業員交通費相当分（3月実績） 1,800
令和2年3月31日 報酬 非常勤嘱託員（交通費実績：3月分） 37,925
令和2年3月31日 退職給付費 退職手当 28,471,000
令和2年3月31日 旅費 管内旅費（3月分） 14,628


