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２９年４月２８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１０月から平成２９年３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

２０円

その他

０円

合 計

１３，６２２，５６６円

支出の部
科

目
調査研究費

要請陳情活動費
広報広聴活動費
人件費

支

出

金

額

２８７，８７０円

摘

要

九州・京都、舘岩、石岡・笠間視察、
クリテリウム調査業務委託料

０円
８，４２９，０７６円 市政報告会、市議団レポート
３，２６８，２６３円 給与、交通費（社会保険、源泉所得税含む）

会議研修費

１６４，５６０円 講師料、研修会会場代

資料購入費

１３９，８６０円 地図代、書籍代

燃料費
事務費
事務所費
合 計
３

摘

１８２，５４６円

預金利子

２

額

１１，７６２円 視察時ガソリン代
９１７，７８９円
０円
１３，２１９，１８０円

収入支出差引残額
４０３，３８６円

通信代、事務用品(リース、保守、
消耗品)

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2016/10/03

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機18/47回分、
コピー機17/46回分

2016/10/11

\12,340 調査研究費

九州、京都視察

8/21宿泊、羽田空港往復
有料道路代1人分
クレジットカード支払

2016/10/13

\47,196 広報広聴活動費 市政報告

2016/10/21

\5,508 事務費

2016/10/21

郵送代11/6開催
第3回若者政策ワールドカフェ案内

レンタル代

PC5/34回分

\31,836 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/10/21

\11,343 事務費

事務用品

黒ボールペン、透明ポケット、
替芯、ファイル、A4用紙、
クリアーホルダー

2016/10/21

\6,572 事務費

通信代

FAX利用料9月分

2016/10/24

\7,140 調査研究費

舘岩視察

往路有料道路代2台分

2016/10/25

\31,290 調査研究費

舘岩視察

宿泊代7人分

2016/10/25

\7,140 調査研究費

舘岩視察

復路有料道路代2台分

2016/10/25

\7,750 燃料費

ガソリン代

舘岩視察2台分

2016/10/25

\14,688 事務費

印刷機

黒インク代4本分

2016/10/31

\134,703 人件費

給与、交通費

10月分

2016/10/31

\118,250 人件費

給与

10月分

2016/10/31

\245,407 人件費

給与、交通費

10月分

2016/10/31

\59,744 人件費

社会保険料

9月分

2016/11/04

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機19/47回分、
コピー機18/46回分

2016/11/15

\8,799 広報広聴活動費 レポート

郵送用ラベル、長3封筒

2016/11/15

\46,437 広報広聴活動費 レポートvol.6

郵送代

2016/11/15

\12,337 事務費

事務用品

のり、A4用紙、ペン、記録用ＣＤ、
A3用紙、消しゴム

2016/11/15

\6,681 事務費

通信代

FAX利用料10月分

支出日

支出額

支出区分

2016/11/15

\5,508 事務費

2016/11/15

\36,522 事務費

2016/11/25

摘要

備考

レンタル代

PC6/34回分

保守料

コピー機2台分

\1,691,668 広報広聴活動費 レポートvol.6

印刷、折加工代
会派レポートvol.6

2016/11/28

\3,300 事務費

通信代

インターネット9-10月分

2016/11/29

\3,590 調査研究費

石岡・笠間視察

往路有料道路代1台分

2016/11/29

\4,012 燃料費

ガソリン代

石岡・笠間視察2台分

2016/11/29

\3,410 調査研究費

石岡・笠間視察

復路有料道路代1台分

2016/11/29

\2,990 調査研究費

石岡・笠間視察

復路有料道路代1台分

2016/11/29

\3,970 調査研究費

石岡・笠間視察

往路有料道路代1台分

社会保険料

10月分

2016/11/30

\59,744 人件費

2016/11/30

\209,890 人件費

給与、交通費

11月分

2016/11/30

\108,280 人件費

給与、交通費

11月分

2016/11/30

\101,459 人件費

給与

11月分

2016/12/02
2016/12/02

\1,145,448 広報広聴活動費 レポートvol.6
\22,000 人件費

市、県民税

2016/12/02

\220,509 広報広聴活動費 レポートvol.6

2016/12/05

\1,070,274 広報広聴活動費 レポートvol.6

2016/12/05
2016/12/05

\4,320 資料購入費

書籍等購入記録票-13

\216,648 広報広聴活動費 レポートvol.6

ポスティング
6-11月分
新聞折込代
ポスティング代
「’16労働六法」
デザイン代

2016/12/05

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機20/47回分、
コピー機19/46回分

2016/12/08

\10,000 会議研修費

講師料

「トリエンナーレについて」①

2016/12/13

\4,190 事務費

PC用品

「いきなりPDF」アップグレード

2016/12/13

\6,912 事務費

PC用品

「ウイルスセキュリティソフト」

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2016/12/13

\6,598 事務費

通信代

FAX利用料11月分

2016/12/15

\28,519 事務費

保守料

コピー機2台分

2016/12/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC7/34回分

講師料

「トリエンナーレについて」②

事務用品

カード用紙、模造紙、水性ペン、
ふせん、折りたたみボックス、
クリアホルダー、インデックス、
A4用紙

賞与

賞与

会派研修会

会場代1/4-5開催
会派政策研修会

2016/12/19

\10,000 会議研修費

2016/12/20

\26,388 事務費

2016/12/20

\162,605 人件費

2016/12/26

\30,240 会議研修費

2016/12/28

\265,515 人件費

給与、交通費

12月分

2016/12/28

\114,540 人件費

給与、交通費

12月分

2016/12/28

\133,890 人件費

給与

12月分

会派研修会

会場代追加分1/4-5開催
会派政策研修会

2017/01/04

\4,320 会議研修費

2017/01/04

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機21/47回分、
コピー機20/46回分

2017/01/04

\59,744 人件費

社会保険料

11月分

2017/01/12

\8,287 事務費

事務用品

クリアホルダー、ファイル、A4用紙、
レールホルダー,ボールペン、
両面テープ、修正テープ

2017/01/12

\6,709 事務費

通信代

FAX利用料12月分

2017/01/12

\27,432 事務費

印刷機

黒インク2本マスター2本

2017/01/16

\53,227 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/01/16

\5,508 事務費

レンタル代

PC8/34回分

2017/01/16
2017/01/20

\45,402 広報広聴活動費 レポートvol.7
\0 人件費

源泉所得税

郵送代
H28.7～12月分

支出日
2017/01/23
2017/01/26
2017/01/27

2017/01/27

支出額

支出区分

摘要

\1,081,728 広報広聴活動費 レポートvol.7
\30,000 会議研修費

講師料

\165,499 広報広聴活動費 レポートvol.7

\83,700 資料購入費

備考
印刷、折加工代
「働き方改革と非正規地方公務員」
新聞折込会派

書籍等購入記録票-14

さいたま市地図（中央区、桜区、
浦和区、南区、緑区、岩槻区）
バインダー差し替え版

通信代

インターネット11-12月分

2017/01/27

\3,300 事務費

2017/01/31

\20,680 人件費

給与、交通費

1月分

2017/01/31

\201,460 人件費

給与、交通費

1月分

2017/01/31

\59,744 人件費

社会保険料

12月分

2017/01/31

\122,250 人件費

給与、交通費

1月分

2017/02/02

\856,012 広報広聴活動費 レポートvol.7

ポスティング代

2017/02/02

\916,488 広報広聴活動費 レポートvol.7

ポスティング代

2017/02/03

\83,484 事務費

リース代

印刷機、紙折り機22/47回分、
コピー機21/46回分

2017/02/06

\30,000 会議研修費

講師料

「さいたま市の予算」

2017/02/09

\151,848 広報広聴活動費 レポートvol.7

デザイン代

2017/02/14

\6,459 事務費

通信代

FAX利用料1月分

2017/02/14

\6,019 事務費

事務用品

A4用紙、クリアホルダー、
透明ポケット

2017/02/14

\17,748 広報広聴活動費 市政報告

長3封筒、角2封筒、ラベル

2017/02/15

\18,836 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/02/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC9/34回分

2017/02/24

\50,000 会議研修費

講師料

「医療・医療保険制度の動向」

2017/02/27

\51,840 資料購入費

書籍等購入記録票-14

さいたま市地図
（西区、北区、大宮区、見沼区）
バインダー差し替え版

給与、交通費

2月分

2017/02/28

\229,361 人件費

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/02/28

\123,813 人件費

2017/02/28

\89,770 人件費

2017/03/01

\119,488 人件費

2017/03/03

\83,484 事務費

2017/03/07

\6,733 事務費

2017/03/07

\16,700 事務費

2017/03/15

\45,264 広報広聴活動費 市政報告

郵送代「市政報告2017」案内

2017/03/15

\30,951 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/03/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC10/34回分

業務委託

「さいたま市とASOとのクリテリウム
契約に関する調査」

通信代

インターネット1-2月分

2017/03/17
2017/03/27

\216,000 調査研究費
\3,298 事務費

給与、交通費

2月分

給与

2月分

社会保険料

1月分2/28支払

リース料

印刷機、紙折り機23/47回分、
コピー機22/46回分

通信代

FAX2月分

事務用品

クリヤーブック、リングファイル、
A4用紙、ポストイット、蛍光ペン、
ボールペン

2017/03/31

\702,108 広報広聴活動費 レポートvol.8

印刷代

2017/03/31

\214,472 人件費

給与、交通費

3月分

2017/03/31

\122,950 人件費

給与、交通費

3月分

2017/03/31

\108,760 人件費

給与

3月分

2017/03/31

\59,744 人件費

社会保険

2月分

H27.10月～
Ｈ28.3月
総支出額

\13,219,180

