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１０月３１日
（あて先）さいたま市議会議長
会派の名称

民進改革さいたま市議団

代表者氏名

高 野

秀 樹

㊞

平成２９年４月から平成２９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

１８円

その他

０円

合 計

１３，４４０，０１８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

長野、大阪、北海道、東北方
１，５１５，４４４円 面、新潟視察
０円

広報広聴活動費

６，９４７，２３１円 市政報告会、市議団レポート、ＷＥＢ運用代

人件費

２，９７２，０４９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

３０，０００円 講師料
７５３，２９０円 新聞代、書籍年間購読料等

燃料費

１１，９３７円 東北視察レンタカーガソリン代

事務費

９９７，１１４円 通信代、事務用品(リース、保守、消耗品)

事務所費
合 計
３

摘

０円

預金利子

２

額

０円
１３，２２７，０６５円

収入支出差引残額
２１２，９５３円

支出日
2017/04/03

支出額

支出区分

\9,594 資料購入費

摘要

備考

新聞代

福祉新聞H29.4-H30.3月分

リース料

印刷機、紙折り機24/47回分
コピー機23/46回分

2017/04/03

\83,484 事務費

2017/04/10

\45,264 広報広聴活動費 レポートvol.8

郵送代

2017/04/14

\590 調査研究費

長野視察

帰路特急券自由席1人分

2017/04/14

\900 調査研究費

長野視察

タクシー代宿泊先→松本市役所

2017/04/15

\21,276 広報広聴活動費 市政報告会2017

2017/04/15

\2,000 広報広聴活動費 市政報告会2017

2017/04/18

\30,000 会議研修費

2017/04/18

会場代
駐車料金2台分

講師料

「精神障害者支援について」

\1,960 調査研究費

大阪視察

交通費新大阪→動物園前7人分

2017/04/18

\10,500 調査研究費

大阪視察

宿泊代3人分

2017/04/19

\1,820 調査研究費

大阪視察

交通費新今宮→堺東7人分

2017/04/19

\38,340 調査研究費

大阪視察

レンタカー2台分

2017/04/19

\4,640 調査研究費

大阪視察

有料道路1台分堺市役所→淡路
障害者支援センター

2017/04/19

\4,640 調査研究費

大阪視察

有料道路1台分堺市役所→淡路
障害者支援センター

2017/04/19

\7,000 調査研究費

大阪視察

視察料7人分淡路障害者支援
センター

2017/04/19

\1,750 調査研究費

大阪視察

有料道路1台分淡路障害者支援
センター→徳島空港

2017/04/19

\2,035 燃料費

ガソリン代

大阪視察レンタカー1台分

2017/04/19

\3,710 調査研究費

大阪視察

有料道路1台分淡路障害者支援
センター→西明石駅

2017/04/19

\1,220 燃料費

ガソリン代

大阪視察1台分

2017/04/19

\1,540 調査研究費

大阪視察

交通費羽田空港→浦和1人分

2017/04/24
2017/04/24

\632,448 広報広聴活動費 レポートvol.8
\5,032 資料購入費

書籍等購入記録票-1

印刷代追加分
「自治体法務研究」
H29.4～H30.3月

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/04/24

\28,108 資料購入費

書籍等購入記録票-2

「東洋経済」H29.4～H30.3月分

2017/04/24

\130,248 資料購入費

書籍等購入記録票-3

年間情報料時事行財政モニタ
JAMPH29.4～H30.3月分

2017/04/24

\25,188 資料購入費

書籍等購入記録票-4

「自治日報」H29.4～H30.3月分

2017/04/24

\8,136 資料購入費

書籍等購入記録票-5

「自治研」H29.4～H30.3月分

2017/04/24

\24,500 資料購入費

書籍等購入記録票-6

「ダイヤモンド」H29.4～H30.3月分

2017/04/24

\12,312 資料購入費

書籍等購入記録票-7

「ガバナンス」H29.4～H30.3月分

2017/04/24

\11,990 広報広聴活動費 レポート

郵送用品代
長3封筒、ラベルシール

2017/04/24

\5,756 事務費

事務用品

新聞ばさみ、クリアホルダー、
黒ペン、のり、クラフトテープ、
半透明テープ

2017/04/24

\5,508 事務費

レンタル代

PC11/34回分

2017/04/24

\47,131 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/04/24

\6,489 事務費

通信代

FAX3月分

2017/04/27

\153,668 調査研究費

長野視察

交通費7人分、宿泊代4人分

2017/04/27

\248,726 調査研究費

大阪視察

交通費7人分、宿泊代7人分

2017/04/28

\1,716,620 広報広聴活動費 レポートvol.8

新聞折込、チラッシュ代

2017/04/28

\95,508 資料購入費

新聞代

朝日、日経新聞H29.4～H30.3月分

2017/04/28

\43,692 資料購入費

新聞代

読売新聞H29.4～H30.3月分

2017/04/28

\31,908 資料購入費

新聞代

東京新聞H29.4～H30.3月分

2017/04/28

\70,848 資料購入費

書籍等購入記録票-8

埼玉建設新聞H29.4～H30.3月分

2017/04/28

\32,832 資料購入費

書籍等購入記録票-9

日本教育新聞H29.4～H30.3月分

2017/04/28

\201,808 人件費

給与、交通費

4月分

2017/04/28

\122,950 人件費

給与、交通費

4月分

2017/04/28

\108,760 人件費

給与、交通費

4月分

2017/05/01

\59,804 人件費

社会保険

3月分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/05/01

\81,084 資料購入費

新聞代

毎日、埼玉新聞H29.4～H30.3月分

2017/05/01

\36,840 資料購入費

新聞代

産経新聞H29.4～H30.3月分

2017/05/08

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機25/47回分
コピー機24/46回分

2017/05/09
2017/05/09

\216,648 広報広聴活動費 レポートvol,8
\5,724 広報広聴活動費 HP

デザイン代
webサイト修正代

2017/05/09

\34,560 事務費

印刷機

インク×4本、マスター×2本

2017/05/12

\47,215 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/05/12

\5,508 事務費

レンタル代

PC12/34回分

2017/05/18

\4,000 調査研究費

太田市視察

資料代国際バカロレアについて

2017/05/22

\7,024 資料購入費

書籍等購入記録票-10

「住民と自治」H29.4～H30.3月分

2017/05/22

\9,535 事務費

事務用品

A4用紙、鉛筆、A3用紙、クリア
ホルダー、修正テープ

2017/05/22

\6,732 事務費

通信代

FAX4月分

書籍等購入記録票-11

「日経グローカル」
H29.4～H30.3月分

通信代

インターネット3-4月分

2017/05/30

\91,368 資料購入費

2017/05/30

\3,298 事務費

2017/05/31

\201,330 人件費

給与、交通費

5月分

2017/05/31

\91,670 人件費

給与、交通費

5月分

2017/05/31

\89,770 人件費

給与

5月分

2017/05/31

\59,864 人件費

社会保険料

4月分

2017/06/02

\21,708 広報広聴活動費 HP

web運営代2017年度分

2017/06/05

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機26/47回分
コピー機25/46回分

2017/06/12

\26,400 人件費

市、県民税

H28.12～H29.5月分

2017/06/15

\21,496 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/06/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC13/34回分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/06/16

\6,387 事務費

通信代

FAX5月分

2017/06/16

\7,852 事務費

事務用品

インデックス、カッター、A4用紙、
ステンレス尺

2017/06/20

\166,233 人件費

賞与

賞与

2017/06/27

\78,300 事務費

PC

給与ソフト

2017/06/30

\204,856 人件費

給与、交通費

6月分

2017/06/30

\122,650 人件費

給与、交通費

6月分

2017/06/30

\106,960 人件費

給与

6月分

2017/06/30

\59,864 人件費

社会保険料

5月分

2017/07/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機27/47回分
コピー機26/46回分

2017/07/04

\57,414 人件費

労働保険

労災、雇用保険H28年度確定
H29年度概算分

2017/07/06

\1,870 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌駅→札幌開成
中等教育学校

2017/07/06

\1,870 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌駅→札幌開成
中等教育学校

2017/07/06

\1,870 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌駅→札幌開成
中等教育学校

2017/07/06

\1,920 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌開成中等教育
学校→札幌駅

2017/07/06

\1,920 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌開成中等教育
学校→札幌駅

2017/07/06

\1,870 調査研究費

北海道視察

タクシー代札幌開成中等教育
学校→札幌駅

2017/07/06

\1,540 調査研究費

北海道視察

バス代羽田空港→大宮

2017/07/06

\1,540 調査研究費

北海道視察

バス代羽田空港→武蔵浦和

2017/07/06

\1,540 調査研究費

北海道視察

バス代羽田空港→武蔵浦和

2017/07/06

\1,500 調査研究費

北海道視察

駐車料金羽田空港1日分

2017/07/06

\3,000 調査研究費

北海道視察

駐車料金羽田空港32時間分

支出日

2017/07/07

2017/07/07
2017/07/07

支出額

支出区分

\498,870 調査研究費

\29,500 人件費
\9,348 資料購入費

摘要

備考

北海道視察

7/5-6交通費、宿泊代8人分
（会期延長に係る公務のための
取消料3人分含む）

源泉所得税

H29.1-6月分3人分

書籍等購入記録票-12

「地方議会人」H29.4～H30.3月分

保守料

コピー機2台分

2017/07/18

\36,133 事務費

2017/07/18

\5,508 事務費

レンタル代

PC13/34回分

2017/07/18

\4,536 事務費

事務用品

大判プリンタロール紙

2017/07/19

\45,126 広報広聴活動費 レポートvol.9

郵送代
会派レポート2017夏号

2017/07/19

\920 調査研究費

東北視察

有料道路代石ノ森萬画館へ

2017/07/19

\920 調査研究費

東北視察

有料道路代石ノ森萬画館へ

2017/07/19

\6,711 事務費

通信代

FAX6月分

2017/07/20

\4,419 燃料費

ガソリン代

7/18-20東北視察レンタカー

2017/07/21

\4,263 燃料費

ガソリン代

7/18-21東北視察レンタカー

2017/07/25

\1,697,540 広報広聴活動費 レポートvol.9

2017/07/27

\3,298 事務費

2017/07/27

\19,159 事務費

印刷、折加工代
会派レポート2017夏号

通信代

インターネット5-6月分

事務用品

シャープペン替芯、外付けHDD、
A4.3用紙、コンセントタップ

2017/07/31

\386,230 調査研究費

東北視察

7/18-21宿泊、交通費8人分
レンタカー2台

2017/07/31

\188,243 人件費

給与、交通費

7月分

2017/07/31

\125,713 人件費

給与、交通費

7月分

2017/07/31

\98,080 人件費

給与

7月分

2017/07/31

\59,864 人件費

社会保険料

6月分

2017/08/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機28/47回分
コピー機27/46回分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/08/04

\902,847 広報広聴活動費 レポートvol.9

ポスティング代
会派レポート2017夏号

2017/08/10

\1,145,340 広報広聴活動費 レポートvol.9

ポスティング代
会派レポート2017夏号

\112,320 調査研究費

2017/08/14

\260,564 広報広聴活動費 レポートvol.9

新聞折込代
会派レポート2017夏号

2017/08/14

\216,540 広報広聴活動費 レポートvol.9

デザイン代
会派レポート2017夏号

2017/08/17

\27,378 事務費

2017/08/17

新潟視察

交通費6人分
乗車券（回数券2冊）
新幹線特急指定券

2017/08/14

保守料

コピー機2台分

\5,508 事務費

レンタル代

PC15/34回分

2017/08/17

\45,684 事務費

事務用品

大判プリンタインク代

2017/08/21

\6,505 事務費

通信代

FAX7月分

2017/08/22

\960 調査研究費

新潟視察

交通費新潟→内野駅
（新潟学園へ）4人分

2017/08/22

\750 調査研究費

新潟視察

タクシー代内野駅→新潟学園
4人乗車

2017/08/22

\4,510 調査研究費

新潟視察

タクシー代新潟学園→ビッグ
スワンスタジアム4人乗車

2017/08/22

\1,790 調査研究費

新潟視察

タクシー代新潟駅→ビッグスワン
スタジアム1人乗車

2017/08/22

\2,270 調査研究費

新潟視察

タクシー代
ビッグスワンスタジアム→
万代シルバホテル（研修会会場）

2017/08/23

\1,680 調査研究費

新潟視察

ＢＲＴ乗車代
新潟駅⇔新潟市役所4人分

2017/08/28

\8,083 事務費

事務用品

ボールペン、替芯、A4用紙

2017/08/28

\5,596 広報広聴活動費 レポートvol.9

2017/08/31

\184,960 人件費

給与、交通費

長3封筒会派レポート2017夏号
郵送用
8月分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2017/08/31

\72,000 人件費

給与、交通費

8月分

2017/08/31

\48,800 人件費

給与

8月分

2017/08/31

\59,864 人件費

社会保険料

7月分

新聞代

「福祉新聞」H29.10～H30.3月分

リース料

印刷機、紙折り機
29/47回分コピー機28/46回分

レンタル代

PC16/34回分

2017/09/04

\9,720 資料購入費

2017/09/04

\83,484 事務費

2017/09/19

\5,508 事務費

2017/09/19

\18,512 事務費

保守料

コピー機2台分

2017/09/19

\6,617 事務費

通信代

FAX8月分

2017/09/21

\3,300 事務費

通信代

インターネット7-8月分

2017/09/21

\2,495 事務費

事務用品

ボックスハウス、クリヤーブック

2017/09/30

\203,062 人件費

給与、交通費

9月分

2017/09/30

\123,550 人件費

給与、交通費

9月分

2017/09/30

\98,080 人件費

給与

9月分

H29.4月～
Ｈ29.9月
総支出額

\13,227,065

