様式第１２号（第４条関係）

政務活動費収支報告書（会派用）
平成２８年１０月３１日
（あて先）さいたま市議会議長
会派の名称
代表者氏名

民進改革さいたま市議団
高 野

秀 樹

㊞

平成２８年４月から平成２８年９月までの期間に交付を受けた政務活動費に係る
収入及び支出を次のとおり報告します。
１

収入の部
科

目
政務活動費

収

入

金

１３，４４０，０００円

繰越金

要

１４万円×６月×１６人

３３円

その他

０円

合 計

１３，４４０，０３３円

支出の部
科

目
調査研究費

要請陳情活動費

支

出

金

額

摘

要

１，６１０，２２１円 北海道、九州、京都視察
０円

広報広聴活動費

６，８１５，５７９円 市政報告会、市議団レポート、ＷＥＢ運用代

人件費

３，１３０，２３０円 給与、交通費（労働保険、源泉所得税含む）

会議研修費
資料購入費
燃料費
事務費
事務所費
合 計
３

摘

０円

預金利子

２

額

３４，６２０円 講師料、ワールドカフェ会場代
７３４，０６４円 新聞代、書籍年間購読料等
０円
９３２，７７３円 通信代、事務用品(リース、保守、消耗品)
０円
１３，２５７，４８７円

収入支出差引残額
１８２，５４６円

支出日

支出額

支出区分

摘要

2016/04/04

\83,484 事務費

リース代

2016/04/07

\44,298 広報広聴活動費 レポート

備考
印刷機、紙折り機12/47回分、
コピー機11/46回分
郵送代会派レポートvol.4

2016/04/12

\3,200 事務費

ＰＣ用品

ディスプレイケーブル

2016/04/12

\2,520 事務費

ＰＣ用品

プロジェクタ、ディスプレイ用切替機

2016/04/12

\1,290 事務費

ＰＣ用品

プロジェクタ、ディスプレイ用
変換アダプタ

2016/04/13

\6,469 事務費

通信代

ＦＡＸ利用料3月分

2016/04/15

\5,849 事務費

ＰＣ用品

ディスプレイケーブル、電源タップ

2016/04/15

\8,675 事務費

事務用品

折りたたみ台車、結束マジックテープ

2016/04/16

\3,860 広報広聴活動費 市政報告

4/16開催「市政報告会2016」
マイク、司会台

2016/04/16

\2,900 広報広聴活動費 市政報告

駐車料金4/16開催「市政報告会2016」

2016/04/21
2016/04/21

\21,384 広報広聴活動費 ＨＰ
\1,547,648 広報広聴活動費 レポート

2016/04/21

\29,660 事務費

2016/04/21

\4,536 事務費

2016/04/22

ＷＥＢサイト年間運営代
印刷、折加工代会派レポートvol,4

保守料

コピー機2台分

事務用品

大判プリンタロール紙

\1,695,276 広報広聴活動費 レポート

新聞折込会派レポートvol.4

事務用品

付箋、テープ、A4用紙、長3封筒、
USB、、ラベル、リングファイル、
クリアーブック、カラーペーパー

\230,206 人件費

給与・交通費

4月分

2016/04/28

\118,685 人件費

給与・交通費

4月分

2016/04/28

\70,340 人件費

給与

4月分

2016/05/02

\53,042 人件費

社会保険料

3月分

2016/05/06

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機13/47回分、
コピー機12/46回分

2016/05/06

\6,396 事務費

通信代

ＦＡＸ利用料4月分

2016/04/26

\29,020 事務費

2016/04/28

2016/05/11

\238,248 広報広聴活動費 ＨＰ

ＷＥＢサイトデータ修正

2016/05/11

\130,248 資料購入費

書籍等購入記録票-1

年間情報料
時事行財政情報モニタi-JAMP

2016/05/11

\32,832 資料購入費

書籍等購入記録票-2

年間購読「日本教育新聞」

2016/05/11

\70,848 資料購入費

書籍等購入記録票-3

年間購読「埼玉建設新聞」

2016/05/11

\24,932 資料購入費

書籍等購入記録票-4

年間購読「ダイヤモンド」

2016/05/11

\8,136 資料購入費

書籍等購入記録票-5

年間購読「自治研」

2016/05/11

\24,540 資料購入費

書籍等購入記録票-6

年間購読「自治日報」

2016/05/11

\12,744 資料購入費

書籍等購入記録票-7

年間購読「ガバナンス」

2016/05/11

\14,688 事務費

事務用品

印刷機黒インク代

2016/05/16

\68,508 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/05/18

\33,076 資料購入費

書籍等購入記録票-8.9

年間購読
「東洋経済」「自治体法務研究」

2016/05/20

\91,368 資料購入費

書籍等購入記録票-10

年間購読「日経グローカル」

2016/05/20

\13,224 事務費

事務用品

朱肉、A4用紙、ボールペン、
クリアーホルダー・ブック、電池、
修正テープ、紙めくり

2016/05/20

\14,774 広報広聴活動費 レポート

角2、長3封筒市政報告会資料、
レポート等郵送

2016/05/24

\95,508 資料購入費

新聞代

年間購読朝日・日経新聞

2016/05/24

\31,908 資料購入費

新聞代

年間購読東京新聞

2016/05/24

\43,692 資料購入費

新聞代

年間購読読売新聞

2016/05/24

\36,840 資料購入費

新聞代

年間購読産経新聞

2016/05/24

\81,084 資料購入費

新聞代

毎日・埼玉新聞

2016/05/30

\6,960 資料購入費

書籍等購入記録票-11

年間購読「住民と自治」

2016/05/30

\3,298 事務費

通信代

インターネット3-4月分

2016/05/31

\53,132 人件費

社会保険

4月分

2016/05/31

\248,860 人件費

給与・交通費

5月分

2016/05/31

\96,070 人件費

給与・交通費

5月分

2016/05/31

\89,770 人件費

給与

5月分

2016/06/03

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機14/47回分、
コピー機13/46回分

2016/06/03

\6,332 事務費

通信代

FAX利用料5月分

2016/06/14

\9,005 事務費

事務用品

ラベル、A4用紙、紙めくり

2016/06/15

\23,846 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/06/15

\5,508 事務費

レンタル代

PCレンタル1/34回分

2016/06/17

\6,674 事務費

PC用品

ディスプレイケーブル

2016/06/17

\118,950 調査研究費

北海道視察

航空券5人分羽田→紋別

2016/06/17

\23,790 調査研究費

北海道視察

航空券1人分羽田→紋別

2016/06/17

\112,800 調査研究費

北海道視察

航空券6人分女満別→新千歳

2016/06/20

\159,457 人件費

賞与

賞与

2016/06/30

\53,132 人件費

社会保険料

5月分

2016/06/30

\240,149 人件費

給与、交通費

6月分

2016/06/30

\126,538 人件費

給与、交通費

6月分

2016/06/30

\108,760 人件費

給与

6月分

2016/07/04

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機15/47回分、
コピー機14/46回分

2016/07/06

\51,565 人件費

源泉所得税

Ｈ28.1～6月分

2016/07/06

\6,600 人件費

市、県民税

6月分

2016/07/06

\37,451 人件費

労働保険料

Ｈ27年度確定、H28年概算分

書籍等購入記録票-12

年間購読「地方議会人」

2016/07/11

\9,348 資料購入費

2016/07/15

\47,265 広報広聴活動費 レポート

郵送代会派レポートvol.5

2016/07/19

\63,812 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/07/19

\5,508 事務費

レンタル代

PC2/34回分

2016/07/19

\6,911 事務費

通信代

FAX利用料6月分

2016/07/19

\8,227 事務費

事務用品

A4用紙、ファイル、クリアーフォルダー

2016/07/22

\3,298 事務費

通信代

インターネット5-6月分

2016/07/25

\1,673,015 広報広聴活動費 レポート

新聞折込会派レポートvol.5

2016/07/26

\1,306,368 広報広聴活動費 レポート

印刷、折加工、配送代
会派レポートvol.5

2016/07/26

\3,895 広報広聴活動費 郵送代

会派レポートvol.1-5

2016/07/28

\947 調査研究費

北海道視察

往路1人分北浦和→羽田

2016/07/28

\1,040 調査研究費

北海道視察

往路1人分大宮→羽田

2016/07/28

\1,160 調査研究費

北海道視察

往路1人分土呂→羽田

2016/07/28

\19,410 調査研究費

北海道視察

タクシー代
女満別空港→北海道家庭学校

2016/07/28

\1,070 調査研究費

北海道視察

快速エアポート1人分新千歳→札幌

2016/07/29

\201,160 人件費

給与、交通費

7月分

2016/07/29

\124,150 人件費

給与、交通費

7月分

2016/07/29

\70,000 人件費

給与

7月分

2016/07/29

\54,740 調査研究費

北海道視察

網走宿泊代6人分

2016/07/29

\7,500 調査研究費

北海道視察

網走監獄入場料6人分、ガイド代

2016/07/29

\4,500 調査研究費

北海道視察

オホーツク流氷館入場料6人分

2016/07/29

\40,847 調査研究費

北海道視察

レンタカー代2日分
紋別空港→家庭学校→網走
→女満別空港

2016/07/29

\4,600 調査研究費

北海道視察

快速エアポート、指定券2人分
小樽→新千歳

2016/07/30

\1,750 調査研究費

北海道視察

地下鉄7人分大通→琴似（NPOライフ）

2016/07/30

\1,730 調査研究費

北海道視察

快速エアポート、指定券1人分
琴似→新千歳

2016/07/30

\1,210 調査研究費

北海道視察

快速エアポート1人分琴似→新千歳

2016/07/30

\2,883 調査研究費

北海道視察

交通費1人分、快速エアポー
ト琴似→新千歳、
帰路羽田→新都心→北浦和

2016/07/30

\1,235 調査研究費

北海道視察

帰路1人分羽田→大宮→導守

2016/07/30

\4,200 調査研究費

北海道視察

駐車料金羽田1台3日分

2016/07/30

\4,500 調査研究費

北海道視察

駐車料金羽田1台3日分

2016/07/30

\3,000 調査研究費

北海道視察

駐車料金羽田1台2日分

2016/07/30

\2,470 調査研究費

北海道視察

介護タクシー代
ホテル→ライフ→ホテル

2016/07/31

\1,070 調査研究費

北海道視察

快速エアポート1人分札幌→新千歳

2016/07/31

\1,590 調査研究費

北海道視察

快速エアポート、指定券札幌→新千歳

2016/07/31

\670 調査研究費

北海道視察

帰路1人分浜松町→土呂

2016/07/31

\1,540 調査研究費

北海道視察

帰路1人分リムジンバス
羽田→浦和西口

社会保険料

6月分

九州・京都視察

航空券往路1人分7/19支払

2016/08/01
2016/08/01
2016/08/02
2016/08/03

\112,168 人件費
\43,890 調査研究費

\216,648 広報広聴活動費 レポート
\83,484 事務費

デザイン代会派レポートvol.5

リース料

印刷機、紙折り機16/47回分、
コピー機15/46回分

2016/08/05

\162,328 調査研究費

北海道視察

航空券（羽田⇔新千歳）、
快速エアポート（新千歳⇔札幌）
札幌2泊2人分

2016/08/17

\437,282 調査研究費

北海道視察

航空券羽田⇔新千歳3人、
新千歳→羽田6人、宿泊9人分

2016/08/18

\6,432 事務費

通信代

FAX7月分

2016/08/18

\23,604 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/08/18

\5,508 事務費

レンタル代

PC3/34回分

2016/08/19

\910 事務費

処理代

書類廃棄手数料

2016/08/21

\29,090 調査研究費

九州・京都視察

復路航空券1人分

2016/08/22

\1,304 調査研究費

九州・京都視察

交通費1人分大宮→羽田、
福岡空港→博多

2016/08/22

\23,150 調査研究費

九州・京都視察

往路交通費台風9号の影響のため
新幹線品川→博多

2016/08/22

\2,580 調査研究費

九州・京都視察

地元⇔羽田1人分

2016/08/22

\550 調査研究費

九州・京都視察

台風9号の影響により
JR払い戻し手数料1人分

2016/08/23

\1,467 調査研究費

九州・京都視察

北浦和→羽田、
福岡空港→赤坂→博多

2016/08/23

\947 調査研究費

九州・京都視察

往路交通費北浦和→羽田1人分

2016/08/23

\1,160 調査研究費

九州・京都視察

往路交通費土呂→羽田1人分

2016/08/23

\1,540 調査研究費

九州・京都視察

往路交通費武蔵浦和→羽田1人分

2016/08/23

\520 調査研究費

九州・京都視察

博多→赤坂1人分

2016/08/23

\520 調査研究費

九州・京都視察

福岡→赤坂→博多1人分

2016/08/23

\3,900 調査研究費

九州・京都視察

羽田駐車料金8/21-23

2016/08/24

\1,660 調査研究費

九州・京都視察

タクシー2台思永中学校→小倉

2016/08/24

\620 調査研究費

九州・京都視察

北九州市立思永中学校→北九州空港
バス代1人分

2016/08/24

\947 調査研究費

九州・京都視察

帰路交通費羽田→北浦和1人分

2016/08/25

\476 調査研究費

九州・京都視察

帰路交通費京都市役所→京都、
東京区外→北浦和1人分

2016/08/25

\480 調査研究費

九州・京都視察

京都市役所→京都、
東京区外→大宮1人分

社会保険料

7月分

2016/08/31

\53,132 人件費

2016/08/31

\194,211 人件費

給与、交通費

8月分

2016/08/31

\93,270 人件費

給与、交通費

8月分

2016/08/31

\50,000 人件費

給与

8月分

九州・京都視察

航空券、宿泊、ＪＲ料金7人分

ワールドカフェ

会場代11/6開催
若者政策ワールドカフェ

2016/09/02

\474,468 調査研究費

2016/09/02

\4,620 会議研修費

2016/09/05

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機17/47回分、
コピー機16/46回分

2016/09/07

\6,416 事務費

通信代

FAX8月分

2016/09/07

\6,558 事務費

事務用品

A4用紙、マジック

2016/09/12

\2,140 調査研究費

北海道視察

有料道路代与野⇔羽田
7/30クレジットカード支払

保守料

コピー機2台分

2016/09/15

\32,643 事務費

2016/09/15

\4,536 事務費

事務用品

大判プリンタロール紙

2016/09/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC4/34回分

2016/09/21

\3,300 事務費

通信代

インターネット7-8月分

講師料

研修会「2015決算審査のポイント」

2016/09/27

\30,000 会議研修費

2016/09/30

\219,085 人件費

給与、交通費

9月分

2016/09/30

\126,395 人件費

給与、交通費

9月分

2016/09/30

\89,770 人件費

給与、交通費

9月分

2016/09/30

\53,132 人件費

社会保険料

8月分

H28.4月～9月
総支出額

¥13,257,487

