様式第１５号（第５条関係）会派分

政務調査費決算書

収入の部
科

目

収

政務調査費交付金
預

金 利
そ

入 金

額

摘

要

21,840,000 円

子

2,146 円

の 他

0円

合計(Ａ)

21,842,146 円

支出の部
科

目

支

調査研究費
人件費

出 金

額

摘

1,794,459 円 視察等
3,947,980 円 給与、交通費、保険料

会議研修費

594,120 円 勉強会、講師料等

資料購入費

698,977 円 書籍代

広報・広聴費
燃料費
事務費
事務所費
合計（Ｂ）

要

13,623,898 円 市議団レポート作成等
0円
692,870 円 電話、事務用品
0円
21,352,304 円

収入支出差引残額（Ａ－Ｂ）

489,842 円

残額の処分方法

返納

伝票ID 支出日
支出額
摘要
1 2009/04/03
\6,642 通信代
2 2009/04/06
\14,240 会場代
3 2009/04/06
\5,777 事務用品
4 2009/04/06
\60,060 リース代
5 2009/04/08
\8,880 書籍代
6 2009/04/15
\7,905 書籍代
7 2009/04/24
\4,863 書籍代
8 2009/04/24
\1,635 通信代
9 2009/04/30
\118,000 給与 交通費
10 2009/04/30
\84,640 給与 交通費
11 2009/04/30
\96,890 給与 交通費
12 2009/04/30
\50,400 保険料
13 2009/05/11
\6,646 通信代
14 2009/05/11
\12,334 事務用品
15 2009/05/13
\6,063 書籍代
136 2009/05/17
\10,000 会費
137 2009/05/17
\5,000 会費
138 2009/05/17
\1,310 交通費
139 2009/05/26
\2,730 書籍代
140 2009/05/28
\1,635 通信代
141 2009/05/28
\5,000 書籍代
142 2009/05/28
\3,600 書籍代
248 2009/06/01
\148,120 給与 交通費
249 2009/06/01
\66,980 給与 交通費
250 2009/06/02
\121,600 給与 交通費
251 2009/06/02
\4,200 書籍代
252 2009/06/04
\8,993 事務用品
253 2009/06/04
\6,303 通信代
254 2009/06/04
\7,087 インク代
255 2009/06/04
\76,230 事務用品
256 2009/06/04
\252,630 ＨＰ
257 2009/06/04
\200 通信代
258 2009/06/09
\4,830 書籍代
259 2009/06/15
\640 送付代
260 2009/06/15
\240 通信代
261 2009/06/18
\25,000 購読料
262 2009/06/22
\1,500 交通費
263 2009/06/23
\1,010 交通費
264 2009/06/23
\1,635 通信代
265 2009/06/25
\96,138 書籍代
266 2009/06/25
\1,000 切手代
267 2009/06/29
\116,940 給与 交通費
268 2009/06/30
\178,990 給与 交通費
269 2009/06/30
\172,780 給与 交通費
432 2009/07/02
\6,589 通信代
433 2009/07/02
\18,900 事務用品
434 2009/07/02
\67,095 保守契約料
435 2009/07/05
\10,000 会費
436 2009/07/06
\1,200 書籍代
437 2009/07/06
\1,030 交通費
438 2009/07/07
\48,598 事務用品
439 2009/07/07
\23,121 リース料
440 2009/07/10
\8,358 通信代
441 2009/07/13
\3,800 交通費
442 2009/07/13
\5,630 交通費
443 2009/07/16
\10,630 交通費
444 2009/07/16
\5,950 交通費
445 2009/07/23
\7,920 書籍代
446 2009/07/23
\88,530 書籍代

支出区分
事務費
会議研修費
事務費
事務費
資料購入費
資料購入費
資料購入費
事務費
人件費
人件費
人件費
人件費
事務費
事務費
資料購入費
会議研修費
会議研修費
会議研修費
資料購入費
事務費
資料購入費
資料購入費
人件費
人件費
人件費
資料購入費
事務費
事務費
事務費
事務費
広報・公聴費
事務費
資料購入費
事務費
事務費
資料購入費
調査研究費
調査研究費
事務費
資料購入費
事務費
人件費
人件費
人件費
事務費
事務費
事務費
会議研修費
会議研修費
会議研修費
事務費
事務費
事務費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
資料購入費
資料購入費

備考
電話代3月分
4/5市政報告会 市民会館うらわ
インク クリアホルダー コインケース
コピー機
地方自治職員研修2009.4～2010.3年間購読料
月刊「自治研」年間購読料
「自治体法務研究」年間購読料
インターネット利用料
4月分
4月分
4月分
労働保険2名分
電話代4月分
封筒 保存ファイル ＰＣインク等
「住民と自治」１年分
全国自治体議員行財政自主研究会研修会参加
全国自治体議員行財政自主研究会年会費
全国自治体議員行財政自主研究会研修会
「地方自治法の概要」第三次改訂版
インターネット利用料
「行政経営改革のフロンティア」
地方自治小六法
５月分
５月分
５月分
｢政策形成の戦略と展開｣｢政策開発の手段と実践｣
ファイル コピー用紙
電話代5月分
印刷機替インク
コピー機トナー（保守点検含む）
会派ＨＰ修正運用代
切手代普通郵便200円×1通
｢議会改革白書2009年版｣｢変えなきゃ！議会｣
目黒区子ども条例のえほん｢すごいよねずみくん｣
切手代普通郵便240円×1通
県民公論社半年分
横浜市政策棚卸し(関内)
民主党事業仕分け(溜池山王)
インターネット利用料
「議員職員のための議会運営の実際」全24巻
50円切手×20枚
6月分
6月分
6月分
電話代６月分
コピー機トナー
印刷機
「介護保険制度の改正に関する最新情報」
「介護情報Ｑ&Ａ」伝票No.435参照
「介護保険制度の改正に関する最新情報」伝票No.435参照
ボールペン替え芯USBメモリー保存ファイル
コピー機
PCセキュリティソフト更新料
東京韓国学校視察浦和⇔新宿×５人
東京韓国学校視察タクシー２台分乗
横浜視察６人分
横浜視察有料道路駐車料金
「地方議会人」H21.4～H22.3
「日経グローカル」H21.8～H22.7

伝票ID 支出日
支出額
摘要
447 2009/07/24
\451,120 視察代
448 2009/07/24
\63,000 制作代
449 2009/07/25
\1,220 交通費
450 2009/07/26
\5,000 会費
451 2009/07/26
\1,240 交通費
452 2009/07/30
\1,220 交通費
453 2009/07/31
\200,630 委託料
454 2009/07/31
\1,635 通信代
455 2009/07/31
\175,675 給与・交通費
456 2009/07/31
\139,998 給与・交通費
586 2009/07/30
\4,090 交通費
587 2009/07/30
\2,100 交通費
590
-\387 上期修正
719 2009/07/28
\1,800 視察費
720 2009/07/28
\4,500 視察費
721 2009/07/28
\6,820 視察費
722 2009/07/28
\11,860 視察費
723 2009/08/04
\110,880 印刷代
724 2009/08/07
\84,630 制作代
725 2009/08/07
\93,555 制作代
726 2009/08/07
\733,950 印刷・配布代
727 2009/08/07
\6,415 通信代
728 2009/08/07
\16,193 事務用品
729 2009/08/17
\800 地図
730 2009/08/20
\838,530 配布代
731 2009/08/20
\720,630 印刷代
732 2009/08/24
\10,000 会費
733 2009/08/25
\1,240 交通費
734 2009/08/25
\36,630 印刷代
735 2009/08/27
\261,597 配布代
736 2009/08/27
\304,290 印刷代
737 2009/08/27
\116,708 配布代
738 2009/08/31
\146,661 給与・交通費
739 2009/08/31
\117,299 給与・交通費

支出区分
調査研究費
広報・公聴費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
事務費
人件費
人件費
調査研究費
調査研究費
人件費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
事務費
事務費
資料購入費
広報・公聴費
広報・公聴費
会議研修費
会議研修費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
人件費
人件費

789 2009/07/16

\12,595 書籍代

調査研究費

790 2009/07/16

\9,715 書籍代

調査研究費

836
837
838
839
840
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
964

2009/09/01
2009/09/08
2009/09/08
2009/09/08
2009/09/08
2009/09/10
2009/09/10
2009/09/10
2009/09/17
2009/09/23
2009/09/23
2009/09/23
2009/09/28
2009/09/28
2009/09/30
2009/09/30

-\338 上期修正
-\592 上期修正
-\267 上期修正
-\715 上期修正
-\691 上期修正
\1,635 通信代
\630,315 配布代
\6,740 事務用品
\6,219 通信代
\3,639 事務用品
\850 書籍代
\4,050 書籍代
\60,630 委託料
\4,465 書籍代
\350 会場代
\30,000 講師料
\30,000 講師料
\6,000 書籍代
\1,635 通信代
\168,603 給与・交通費
\142,976 給与・交通費
-\57 上期修正

人件費
人件費
人件費
人件費
人件費
事務費
広報・公聴費
事務費
事務費
事務費
資料購入費
資料購入費
調査研究費
資料購入費
会議研修費
会議研修費
会議研修費
資料購入費
事務費
人件費
人件費
事務費

備考
北九州視察宿泊、航空代７人分
市議団レポート中央区版vol.27
「市民と議会の次のステップ」伝票No.450参照
「市民と議会の次のステップ」
「市民と議会の次のステップ」伝票No.450参照
「学校を変える・地域を創る」吉川⇔乃木坂
明治大学牛山研究室
インターネット利用料７月分
７月分
７月分
川崎視察(電車代3人分)
川崎視察(有料道路・駐車料金)伝票No586参照
伝票No11保険料修正
北九州交通費伝票No447参照
北九州視察交通費伝票No447参照
北九州視察交通費伝票No447参照
北九州視察交通費伝票No447参照
市議団レポート中央区版(4面のうち3面分)伝票No448
市議団レポートvol.5
市議団レポート南区版vol.3
市議団レポート南区版
電話代7月分
用紙、ファイル、インデックス
都市計画図
市議団レポート伝票No725参照
市議団レポート伝票No725参照
「三位一体改革と自治体財政」
「三位一体改革と自治体財政」伝票No732参照
市議団レポート消費税分伝票No731参照
市議団レポート伝票No731、大宮区版伝票No736,参照
市議団レポート大宮区版夏季号
市議団レポート中央区版vol.27
8月分
8月分
横浜視察伝票No789参照「ムージアムパワー」「創造都市への展望」
他3冊
横浜視察伝票No789参照「クリエイティブシティ」「創造都市絵の展
望」他2冊
伝票No10保険料修正
伝票No248保険料修正
伝票No249保険料修正
伝票No268保険料修正
伝票No269保険料修正
インターネット利用料8月分
市議団レポートvol.5
机上ブックスタンド、ボールペン替芯、消しゴム
電話代8月分
スライドクリッパー
｢自治フォーラム｣4月号
｢個人情報保護管理・運用の実務｣
不足分伝票No453
｢いじめ問題｣｢いじめ考｣｢間違いだらけのいじめ対策｣
ノーマライゼーション勉強会
伝票No927参照
伝票No927参照
｢新時代の条例規則の考え方・つくり方｣追録
インターネット利用料9月分
9月分
9月分
伝票No3ポイント修正

伝票ID 支出日
支出額
摘要
965
-\147 上期修正
966
-\89 上期修正
967
-\560 上期修正
968
-\195 上期修正
1054
\1,000 上期修正
1058 2009/10/03
\840 事務用品
1059 2009/10/06
\6,657 通信代
1060 2009/10/06
\15,222 事務用品
1061 2009/10/13
\44,042 リース代
1062 2009/10/15
\599 印刷代
1063 2009/10/15
\1,740 印刷代
1064 2009/10/16
\718 印刷代
1065 2009/10/16
\1,795 印刷代
1066 2009/10/16
\35,100 視察代
1067 2009/10/16
\55,800 視察代
1068 2009/10/16
\35,100 視察代
1069 2009/10/16
\36,800 視察代
1070 2009/10/16
\147,200 視察代
1071 2009/10/21
\1,635 通信代
1072 2009/10/22
\36,640 印刷代
1073 2009/10/23
\200 通信代
1074 2009/10/23
\12,000 印刷代
1075 2009/10/26
\32,000 印刷代
1076 2009/10/26
\1,240 研修代
1077 2009/10/26
\5,360 視察代
1078 2009/10/30
\50,000 研修代
1079 2009/10/30
\126,164 給与・交通費
1080 2009/10/30
\184,609 給与・交通費
1440 2009/11/01
\63,000 制作代
1441 2009/11/09
\114,384 印刷代
1442 2009/11/09
\11,518 事務用品
1443 2009/11/09
\84,630 制作代
1444 2009/11/09
\211,260 印刷代
1445 2009/11/09
\208,530 印刷代
1446 2009/11/10
\4,700 視察代
1447 2009/11/10
\9,600 視察代
1448 2009/11/10
\120 切手代
1449 2009/11/11
\1,100 交通費
1450 2009/11/12
\2,940 書籍代
1451 2009/11/12
\4,725 事務用品
1452 2009/11/12
\378,315 制作、印刷、配付代
1453 2009/11/12
\6,406 通信代
1455 2009/11/12
\23,000 書籍代
1456 2009/11/16
\50,000 研修代
1457 2009/11/17
\3,290 視察代
1458 2009/11/17
\1,600 視察代
1459 2009/11/20
\1,635 通信代
1460 2009/11/24
\2,870 研修代
1461 2009/11/24
\119,700 配布代
1462 2009/11/25
\838,530 配布代
1463 2009/11/26
\5,400 書籍代
1464 2009/11/30
\84,630 制作代
1465 2009/11/30
\154,568 給与・交通費
1466 2009/11/30
\107,625 給与・交通費
1467 2009/11/04
\1,300 視察代
1468 2009/11/05
\600 視察代
1469 2009/11/05
\3,100 視察代
1470 2009/11/05
\6,520 視察代
1471 2009/11/06
\1,680 視察代

支出区分
事務費
事務費
事務費
事務費
調査研究費
事務費
事務費
事務費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
事務費
広報・公聴費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
会議研修費
調査研究費
会議研修費
人件費
人件費
広報・公聴費
広報・公聴費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
調査研究費
調査研究費
事務費
会議研修費
資料購入費
事務費
広報・公聴費
事務費
資料購入費
会議研修費
調査研究費
調査研究費
事務費
会議研修費
広報・公聴費
広報・公聴費
資料購入費
広報・公聴費
人件費
人件費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費

備考
伝票No14ポイント修正
伝票No252ポイント修正
伝票No438ポイント修正
伝票No728ポイント修正
伝票No587加算修正
CD-R
電話代9月分
スティックのり、ファイル、用紙、両面テープ、ペン
コピー機
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷用紙
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷用紙
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷用紙
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷用紙
札幌視察、宿泊・交通費1名分
札幌視察、宿泊・交通費2名分
札幌視察、宿泊・交通費1名分
札幌視察、宿泊・交通費1名分
札幌視察、宿泊・交通費4名分
インターネット利用料10月分
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷用紙
切手＠200×1通
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷機インク
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版11月号印刷機インク、マスター
交通費
札幌視察交通費
講師料[議員提案政策条例と現実に向けたポイント]
10月分
10月分
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ中央区版vol.28
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ中央区版
クリアホルダー、ファイル、A4用紙
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ会派版vol.6
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ西区版11月号
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ大宮区版秋季号按分90％
八ツ場視察交通費有料道路
八ツ場視察宿泊代
＠120×1通講師資料送付
事業仕分け傍聴市ヶ谷→浦和、東川口→市ヶ谷
「子どもの貧困白書」
印刷機インク
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ桜区版11月号
電話代10月分
「日経ビジネス」
講師料八ツ場勉強会
「滝乃川学園」「ﾊﾟｻｰｼﾞｭいなぎ」交通費
「滝乃川学園」「ﾊﾟｻｰｼﾞｭいなぎ」交通費
インターネット11月分
公契約市ヶ谷
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ中央区版vol29
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ会派版
「個人情報管理運用の実務」
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ西区版
11月分
11月分
札幌交通費タクシー
札幌書籍代「イサムノグチ」
札幌施設料
札幌交通費駐車料金
書籍代「アルテピアッツア美唄」

伝票ID 支出日
支出額
摘要
1472 2009/11/06
\6,000 視察代
1473 2009/11/06
\2,400 視察代
1474 2009/11/06
\59,718 視察代
1475 2009/11/06
\6,500 視察代
1476 2009/11/06
\6,100 視察代
1477 2009/11/06
\2,000 視察代
1478 2009/11/06
\3,840 視察代
1479 2009/11/06
\4,070 視察代
1481 2009/12/07
\6,368 通信代
1482 2009/12/14
\756,630 印刷代
1483 2009/12/14
\1,179,460 配布代
1484 2009/12/14
\36,655 事務用品
1485 2009/12/15
\4,200 PC用品
1486 2009/12/17
\1,635 通信代
1487 2009/12/18
\25,000 購読料
1488 2009/12/25
\155,146 給与・交通費
1489 2009/12/25
\149,012 給与・交通費
1656 2010/01/06
\6,455 通信代
1657 2010/01/05
\50,000 講師料
1658 2010/01/06
\14,175 事務用品
1659 2010/01/07
\126,630 制作代
1660 2010/01/07
\1,542,030 印刷代
1661 2010/01/07
\236,407 配布代
1662 2010/01/07
\13,283 事務用品
1663 2010/01/18
\590 事務用品
1664 2010/01/18
\114,384 印刷代
1665 2010/01/14
\330,720 視察代
1666 2010/01/13
\33,558 リース料
1667 2010/01/13
\10,290 保守料
1668 2010/01/13
\18,900 事務用品
1669 2010/01/13
\434,196 制作、印刷代
1670 2010/01/07
\63,000 制作代
1671 2010/01/04
\1,900 視察代
1672 2010/01/04
\6,000 視察代
1673 2010/01/20
\30,000 講師料
1674 2010/01/14
\4,000 書籍代
1675 2010/01/21
\3,980 視察代
1676 2010/01/21
\798 書籍代
1677 2010/01/21
\1,635 通信代
1678 2010/01/21
\23,800 書籍代
1679 2010/01/26
\1,152,742 配布代
1680 2010/01/26
\50,000 講師料
1681 2010/01/26
\30,000 講師料
1851
-\9,600 下期修正
1852 2010/02/01
\50,000 講師料
1853 2010/02/01
\15,200 視察代
1854 2010/02/01
\2,500 視察代
1855 2010/02/01
\1,220 視察代
1856 2010/02/01
\2,160 視察代
1857 2010/02/01
\640 視察代
1858 2010/02/01
\1,040 視察代
1859 2010/02/01
\8,600 視察代
1860 2010/02/01
\20,541 視察代
1861 2010/02/01
\16,000 視察代
1862 2010/02/01
\16,000 視察代
1863 2010/02/01
\127,500 視察代
1864 2010/02/01
\119,700 配布代
1865 2010/02/03
\187,368 給与・交通費
1866 2010/02/03
\141,811 給与・交通費

支出区分
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
事務費
事務費
事務費
資料購入費
人件費
人件費
事務費
会議研修費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
広報・公聴費
事務費
事務費
広報・公聴費
調査研究費
事務費
事務費
事務費
広報・公聴費
広報・公聴費
調査研究費
調査研究費
会議研修費
資料購入費
調査研究費
資料購入費
事務費
資料購入費
広報・公聴費
会議研修費
会議研修費
調査研究費
会議研修費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
調査研究費
広報・公聴費
人件費
人件費

備考
札幌レンタカーの有料道路
札幌レンタカー駐車料金
札幌レンタカー利用料
札幌空港駐車場
札幌交通費駐車料金
札幌有料道路
札幌交通費
札幌交通費
電話代11月分
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ会派版
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ会派版ポスティング
ノート、修正テープ、USB、のり、北区版用紙
インターネットセキュリティー
インターネット利用料12月分
県民公論社
12月分
12月分
電話代12月分
「議決事件の拡大に関する条例」勉強会
印刷機インク6本
市議団ﾚﾎﾟｰﾄvol.7
市議団ﾚﾎﾟｰﾄvol.7伝票No1659参照
市議団ﾚﾎﾟｰ北区版11月号
蛍光ペン、水性ボールペン、ＵＳＢ、クリアホルダー、Ａ4用紙
ＩＣレコーダー用電池
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ中央区版(3/4面分)
京都、直島、岡山視察交通費
コピー機
コピー機セットアップ
コピー機トナー代
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ岩槻版新春号按分90％
市議団ﾚﾎﾟｰﾄ中央区版vol29(3/4面)伝票No.1664参照
札幌視察交通費有料道路代
八ツ場視察代有料道路代
「学校、地域の安心・安全」勉強会
「三重県議会―その改革の軌跡」＠2000×2
京都、直島、岡山視察交通費追加分
「いじめの構造―なぜ人が怪物になるのか」
インターネット利用料1月分
週刊「ダイヤモンド」年間購読料
市議団ﾚﾎﾟｰﾄvol.7
スポーツ振興のまちづくり条例勉強会
幼少期のスポーツ勉強会
伝票No1447視察代削除
農業勉強会
京都直島岡山、京都宿泊2名分(1/27分)
取手、有料道路代(1/25分)
京都直島岡山、タクシー代(1/27分)
京都直島岡山、タクシー代(1/27分)
京都直島岡山、タクシー代(1/28分)
京都直島岡山、タクシー代(1/28分)
京都直島岡山、フェリー代
京都直島岡山、レンタカーガソリン代(1/28分)
京都直島岡山、クリエイティブシティ（地中海美術館(1/28分)
ベネッセハウス、入場料家プロジェクト代
京都直島岡山、岡山ホテル代(1/29分)
市議団レポート中央区版vol29(1/29分)
1月分
1月分

伝票ID 支出日
支出額
摘要
1867 2010/02/04
\6,417 通信代
1868 2010/02/04
\8,317 事務用品
1869 2010/02/03
\50,000 講師料
1870 2010/02/09
\2,650 書籍代
1871 2010/02/09
\1,250,445 配布代
1872 2010/02/09
\8,880 書籍代
1873 2010/02/09
\810 郵送料
1874 2010/02/10
\3,000 資料代
1875 2010/02/12
\30,000 講師料
1876 2010/02/13
\3,470 会場代
1877 2010/02/16
\2,315 書籍代
1878 2010/02/18
\1,635 通信代
1879 2010/02/23
\1,180 事務用品
1880 2010/02/23
\1,070 交通費
1881 2010/02/24
\50,000 講師料
1882 2010/02/26
\238,770 地図
1883 2010/02/26
\147,219 給料・交通費
1884 2010/02/26
\175,790 給与・交通費
1885 2010/02/05
\30,000 講師料
2073 2010/03/01
\21,000 制作代
2074 2010/03/01
\27,200 書籍代
2075 2010/03/05
\23,160 書籍代
2076 2010/03/05
\6,639 通信代
2077 2010/03/05
\9,600 書籍代
2078 2010/03/05
\75,000 会場代
2079 2010/03/05
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2141
2269
2275
2353
2354
2355
2358
2388
2389

2010/03/08
2010/03/11
2010/03/15
2010/03/23
2010/03/29
2010/03/29
2010/03/31
2010/03/29
2010/03/29
2010/03/29
2010/03/29

支出区分
事務費
事務費
会議研修費
資料購入費
広報・公聴費
資料購入費
事務費
資料購入費
会議研修費
会議研修費
資料購入費
事務費
事務費
会議研修費
会議研修費
資料購入費
人件費
人件費
会議研修費
広報・公聴費
資料購入費
資料購入費
事務費
資料購入費
広報・公聴費

\9,540 書籍代

資料購入費

\38,128 印刷代
\12,712 事務用品
\7,100 書籍代
\78,330 ＨＰ代
\1,635 通信代
\162,657 給与、交通費
\189,679 給与、交通費
\1,900 交通費
\1,480 視察代
\13,600 下期修正
\2,600 視察代
\1,640 視察代
\2,920 下期修正
\710 下期修正
\2,920 下期修正
\2,620 下期修正
\21,352,304

広報・公聴費
事務費
資料購入費
広報・公聴費
事務費
人件費
人件費
調査研究費
調査研究費
人件費
調査研究費
調査研究費
人件費
人件費
人件費
人件費

備考
電話代1月分
Ａ4用紙、ＰＣインク、輪ゴム
事業仕分け勉強会
「選挙法・政治資金法の手引き」
市議団レポートvol.7
「地方自治職員研修」
習志野市「公共施設マネジメント白書」
習志野市「公共施設マネジメント白書」
都市交通における自転車勉強会小林氏
六ヶ所村再処理工場に関する勉強会
「アパートで暮らそう！路上からできる生活保護申請ガイド」
インターネット利用料2月分
電池
JapanPassion2020「企業とNPOの創発が日本を変える」
自治体ＨＰ、広報について勉強会
バインダー差し替え版、製本版
2月分
2月分
情報公開条例勉強会
市議団レポート中央区版vol.30
｢東洋経済｣年間購読料
｢地方財務｣年間購読料
電話代2月分
｢ガバナンス｣年間購読料
4/29市政報告会 会場費大宮ソニックシティ国際会議室
｢脱・年功！意欲に応える人事給与制度｣｢議員力のススメ｣｢民主党
政権で税制はこう変わる｣他3冊
市議団レポート中央区版vol.30
ボックスファイル、ボールペン、クリアホルダー、用紙
｢個人情報保護管理運用の実務｣追録
2009年度運用代
インターネット利用料3月分
3月分
３月分
深谷市レンガのまちづくり条例視察
深谷市視察交通費
伝票No1884加算修正
深谷市視察交通費
深谷市視察交通費
伝票No1465加算修正
伝票No1466加算修正
伝票No1488加算修正
伝票No1489加算修正

