様式第１５号（第５条関係）

政務調査費決算書
民主党さいたま市議団
収入の部
科

目

収

入

政務調査費交付金
預

金
そ

利
の

金

額

摘

要

摘

要

20,160,000 円

子

1,180 円

他

合計(Ａ)

20,161,180 円

支出の部
科

目
調査研究費
人件費

支

出

金

額

2,414,142 円 視察代、がん対策調査、自転車調査
5,389,792 円 給与・交通費 3 人、保険料

会議研修費

348,326 円 研修会費、講師料

資料購入費

484,970 円 書籍代、年間購読料

広報・広聴費
燃料費
事務費
事務所費
合計（Ｂ）

10,519,976 円 市議団レポート、市政報告会、HP運用代
21,726 円 視察ガソリン代
920,403 円 リース料、通信、事務用品
0円
20,099,335 円

収入支出差引残額（Ａ－Ｂ）
61,845 円
残額の処分方法
返納

支出伝票ＩＤ

支出日

支出額

摘要

156 2012/04/02

\3,040 レポート

203 2012/04/03

\18,795 リース料

157 2012/04/09

\960 レポート

支出区分

備考

広報・広聴費

郵送代市議団レポートvol.2

事務費

パソコン2台、大判プリンタ10/46回分

広報・広聴費

切手代市議団レポートvol.2

158 2012/04/11

\6,607 電話代

事務費

3月分

159 2012/04/11

\14,882 事務用品

事務費

A4用紙、カラー用紙、はさみ、付箋、蛍
光ペン、ラベル、長３封筒

160 2012/04/11

\9,900 PC用品

事務費

レーザーポインター

161 2012/04/11

\436 PC用品

事務費

電池

162 2012/04/13

\15,095 利用料

事務費

コピー機3月分

事務費

メンディングテープ

広報・広聴費

会場代さいたま共済会館601室

事務費

80円切手8通分

163 2012/04/13

\577 事務用品

164 2012/04/14

\36,225 市政報告会

165 2012/04/16

\640 通信代

166 2012/04/18

\30,000 講師料

会議研修費

「自転車の安全利用に係る施策」

167 2012/04/20

\40,530 市政報告会

広報・広聴費

看板代、取り付け代

170 2012/04/27

\167,658 給与・交通費

人件費

4月分

168 2012/04/27

\137,430 給与・交通費

人件費

4月分

169 2012/04/27

\187,146 給与・交通費

人件費

4月分

304 2012/05/06

\19,320 PC用品

事務費

PC

305 2012/05/06

\13,980 PC用品

事務費

メモリ

306 2012/05/06

\9,454 PC用品

事務費

動画編集ソフト

307 2012/05/06

\19,680 PC用品

事務費

SSD

202 2012/05/07

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ11/46回分

175 2012/05/08

\14,175 事務用品

事務費

印刷機インク代6本

309 2012/05/08

\2,480 PC用品

事務費

ACアダプター

173 2012/05/08

\6,000

171 2012/05/08

書籍等購入記録
資料購入費
番号-3
書籍等購入記録
\7,905
資料購入費
番号-1

177 2012/05/08

\6,454 電話代

172 2012/05/08

\4,800

事務費

書籍等購入記録
資料購入費
番号-2

年間購読「住民と自治」
年間購読「自治研」
4月分
年間購読「自治体法務研究」

174 2012/05/08

\13,651 事務用品

事務費

A4用紙、透明ポケット、封筒、ボールペ
ン

176 2012/05/08

\26,126 利用料

事務費

コピー機4月分

「がん対策サミット2012春」交通費2名
分
「がん対策サミット2012春」交通費2名
分

178 2012/05/11

\2,500 がん対策視察

調査研究費

179 2012/05/12

\4,100 がん対策視察

調査研究費

180 2012/05/14

\2,400 意見交換会

広報・広聴費

189 2012/05/16

\2,756 岩手・仙台視察 調査研究費

焼却施設視察用防塵マスク

190 2012/05/22

\18,140 岩手・仙台視察 調査研究費

乗車券、新幹線特急券1人分

191 2012/05/23

\484,610 岩手・仙台視察 調査研究費

192 2012/05/23

\7,500 岩手・仙台視察 調査研究費

宿泊代1人分

193 2012/05/23

\7,500 岩手・仙台視察 調査研究費

宿泊代1人分

書籍等購入記録
資料購入費
番号-4

意見交換資料送付

ｊR乗車券12人分、宿泊代、レンタカー
代

181 2012/05/23

\68,880

183 2012/05/24

\18,000 研修会

会議研修費

参加費「議員の職務・活動と定数・報
酬」

182 2012/05/24

\30,000 講師料

会議研修費

「災害がれき広域処理について」

184 2012/05/24

\1,340 研修費

会議研修費

交通費「議員の職務・活動と定数・報
酬」

194 2012/05/27
197 2012/05/28

\450 岩手・仙台視察 調査研究費
\6,694 岩手・仙台視察 燃料費

年間購読「埼玉建設新聞」

レンタカー使用時の有料道路代
レンタカー使用時のガソリン代

198 2012/05/28

\13,110 岩手・仙台視察 調査研究費

乗車券・新幹線特急券

199 2012/05/28

\740 岩手・仙台視察 調査研究費

195 2012/05/28

\2,450 岩手・仙台視察 調査研究費

レンタカー使用時の有料道路代

196 2012/05/28

\2,900 岩手・仙台視察 調査研究費

レンタカー使用時の有料道路代

399 2012/05/28

\12,910 岩手・仙台視察 調査研究費

乗車券、新幹線特急券1名分片道

200 2012/05/29

\10,070 岩手・仙台視察 調査研究費

乗車券、新幹線特急券1人分

盛岡駅～岩手県庁移動の為タクシー

186 2012/05/31

\181,727 給与・交通費

人件費

5月分

185 2012/05/31

\115,799 給与・交通費

人件費

5月分

事務費

インターネット利用料4-5月分

188 2012/05/31

\3,159 通信代

201 2012/05/31

\6,300 岩手・仙台視察 調査研究費

187 2012/05/31
534 2012/06/01

\163,877 給与・交通費
\2,800 がん対策視察

宿泊代1人分

人件費

5月分

調査研究費

交通費｢在宅医療の現状把握・ひらお
内科クリニック｣

535 2012/06/04

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ12/46回分

526 2012/06/05

\9,340 PC用品

事務費

PCバッテリー

536 2012/06/13

\6,752 電話代

事務費

5月分

540 2012/06/13

\31,500

書籍等購入記録
資料購入費
番号-6

年間購読日本教育新聞H24.6～H25.5

539 2012/06/13

\6,414 利用料

事務費

コピー機5月分

538 2012/06/13

\65,508 事務用品

事務費

A4用紙、ボールペン替芯、パイプ式
ファイル、山見出し、大判プリンタインク

543 2012/06/29

\194,672 給与・交通費

人件費

6月分

542 2012/06/29

\184,293 給与・交通費

人件費

6月分

541 2012/06/29

\126,903 給与・交通費

人件費

6月分

事務費

パソコン2台、大判プリンタ13/46回分

調査研究費

交通費厚生労働省

人件費

雇用・労災保険3人分

559 2012/07/03

\18,795 リース料

560 2012/07/06

\5,700 がん対策

561 2012/07/10

\96,632 労働保険

書籍等購入記録
資料購入費
番号-7

562 2012/07/10

\7,920

年間購読「地方議会人」

564 2012/07/17

\5,015 事務用品

事務費

ディスク、クリアホルダー、A4用紙、ファ
イル、修正テープ詰め替え

565 2012/07/17

\67,095 保守契約料

事務費

印刷機サテリオDUO8

563 2012/07/17

\6,362 電話代

事務費

6月分

566 2012/07/23

\880 切手

事務費

資料送付用＠80×11枚

人件費

7月分

事務費

コピー機6月分

569 2012/07/30
567 2012/07/31

\126,326 給与・交通費
\24,507 利用料

570 2012/07/31

\183,518 給与・交通費

人件費

7月分

571 2012/07/31

\152,982 給与・交通費

人件費

7月分

568 2012/07/31

\3,159 通信代

事務費

インターネット利用料6-7月分

718 2012/08/03

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ14/46回分

720 2012/08/10

\7,403 事務用品

事務費

USB,A４用紙、スティックのり

719 2012/08/10

\6,420 電話代

事務費

6月分

724 2012/08/20

\27,900 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道3枚

728 2012/08/20

\18,900 事務用品

事務費

コピー機トナー

727 2012/08/20

\13,868 利用料

事務費

コピー機7月分、大判プリンタロール紙

725 2012/08/20

\27,900 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道3枚

723 2012/08/20

\27,900 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道3枚

722 2012/08/20

\27,900 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道3枚

721 2012/08/20

\9,300 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道1枚

726 2012/08/20

\27,900 仙台視察

調査研究費

新幹線乗車券・指定特急券片道3枚

861 2012/08/30

\3,220 仙台視察

調査研究費

タクシー代4台分

729 2012/08/31
863 2012/08/31

\136,853 給与・交通費
\1,000

書籍等購入記録
資料購入費
番号-8

8月分
「ともに前へ仙台」

調査研究費

新幹線乗車券に含まれない乗車範囲2
名分

\180,026 給与・交通費

人件費

8月分

\142,086 給与・交通費

人件費

8月分

事務費

パソコン2台、大判プリンタ15/46回分

862 2012/08/31

\680 仙台視察

730 2012/08/31
731 2012/08/31
1080 2012/09/03

人件費

\18,795 リース料

1082 2012/09/07

\1,349 事務用品

事務費

A4用紙

1081 2012/09/07

\6,437 電話代

事務費

8月分

1083 2012/09/10

\30,000 講師料

会議研修費

「事業仕分けの動向と評価指標」

1084 2012/09/12

\7,019 利用料

事務費

コピー機8月分

1089 2012/09/28

\177,608 給与・交通費

人件費

9月分

1088 2012/09/28

\184,410 給与・交通費

人件費

9月分

事務費

インターネット利用料7-8月分

1085 2012/09/28
1086 2012/09/28
1087 2012/09/28
1109 2012/10/03
1110 2012/10/03

\3,155 通信代
\88,530

書籍等購入記録
資料購入費
番号-9

\115,799 給与・交通費
\18,795 リース料
\119,700

年間購読「日経グローカル」

人件費

9月分

事務費

パソコン2台、大判プリンタ16/46回分

書籍等購入記録
資料購入費
番号-10

住宅地図(全10区分)バインダー差し替
え
クリアホルダー、ボールペン、A4用紙、
替芯

1113 2012/10/10

\6,505 事務用品

事務費

1111 2012/10/10

\14,175 事務用品

事務費

印刷機インク代

1112 2012/10/10

\6,396 電話代

事務費

9月分

1115 2012/10/19

\28,819 利用料

事務費

コピー機9月分(インターネット障害対応
出張作業料含む)

1114 2012/10/19

\50,000 講師料

会議研修費

「入札改革」

1522 2012/10/27

\14,400

書籍等購入記録
資料購入費
番号-11

研修テキスト代「公共調達と競争政策
の法的構造」

1117 2012/10/31

\183,927 給与・交通費

人件費

10月分

1118 2012/10/31

\165,767 給与・交通費

人件費

10月分

1116 2012/10/31

\94,744 給与・交通費

人件費

10月分

1523 2012/11/05

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ17/46回分

1527 2012/11/15

\6,410 電話代

事務費

10月分

1526 2012/11/15

\15,750 利用料

事務費

コピー機10月分

事務費

A4用紙、付箋、輪ゴム

1525 2012/11/15

\4,069 事務用品

1524 2012/11/15

\312,028 レポート

広報・広聴費

新聞折込代市議団レポートvol.3

1528 2012/11/20

\36,940 レポート

広報・広聴費

郵送代市議団レポートvol.3

1529 2012/11/20

\3,155 通信代

事務費

インターネット利用料9-10月分

1662 2012/11/20

\3,150 PC用品

事務費

セキュリティー更新料

1530 2012/11/21

\1,546,746 レポート

広報・広聴費

印刷代市議団レポートvol.3

1531 2012/11/21

\181,440 レポート

広報・広聴費

新聞折込代市議団レポートvol.3

1534 2012/11/30

\153,927 給与・交通費

人件費

11月分

1532 2012/11/30

\84,217 給与・交通費

人件費

11月分

1533 2012/11/30

\182,722 給与・交通費

人件費

11月分

1641 2012/12/01

\10,350 PC用品

事務費

外付けハードディスク7/4分

1537 2012/12/03

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ18/46回分

1535 2012/12/03

\1,071,630 レポート

広報・広聴費

配布代市議団レポートvol.3

事務費

コピー機11月分

広報・広聴費

配布代市議団レポートvol.3

1538 2012/12/07
1536 2012/12/07

\10,497 利用料
\1,035,520 レポート

1539 2012/12/10

\6,765 電話代

事務費

11月分

1540 2012/12/17

\13,582 事務用品

事務費

A4用紙、封筒、クリップ、付箋

1544 2012/12/26

\63,163 給与・交通費

人件費

12月分

1545 2012/12/27

\165,767 給与・交通費

人件費

12月分

1542 2012/12/27

\158,130 レポート

広報・広聴費

デザイン代市議団レポートvol.4

1541 2012/12/27

\137,130 レポート

広報・広聴費

デザイン代市議団レポートvol.3

1543 2012/12/27

\232,522 レポート

広報・広聴費

新聞折込市議団レポートvol.4

1546 2012/12/28

\184,013 給与・交通費

人件費

12月分
パソコン2台、大判プリンタ19/46回分

1547 2013/01/04

\18,795 リース料

事務費

1548 2013/01/10

\31,570 研修会

会議研修費

1549 2013/01/14

\26,050 研修会

会議研修費

1550 2013/01/15

\50,000 講師料

会議研修費

1551 2013/01/17

\32,080 レポート

広報・広聴費

1554 2013/01/22

\4,999 事務用品

事務費

1557 2013/01/22

\51,366 研修会

会議研修費

1555 2013/01/22

\14,005 利用料

事務費

講師交通費「地域主権時代における自
治体のあり方」
講師交通費「地域主権時代における自
治体のあり方」
「地域主権時代における自治体のあり
方」
郵送代市議団レポートvol.4
A4用紙、両面テープ、カッティングマッ
ト、定規、カッター、のり
会場代1/14会議、15「地域主権時代に
おける自治体のあり方」
コピー機12月分

1553 2013/01/22

\6,496 電話代

事務費

12月分

1552 2013/01/22

\1,092,630 レポート

広報・広聴費

印刷代市議団レポートvol.4

1556 2013/01/22

\133,056 レポート

広報・広聴費

新聞折込代市議団レポートvol.4

1645 2013/01/30

\151,778 給与・交通費

人件費

1月分

1644 2013/01/30

\181,630 給与・交通費

人件費

1月分

1643 2013/01/30

\84,396 給与・交通費

人件費

1月分

広報・広聴費

配布代市議団レポートvol.4

1642 2013/01/30

\857,430 レポート

1646 2013/01/31

\3,155 通信代

事務費

インターネット利用料11-12月分

1787 2013/02/04

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ20/46回分

1559 2013/02/05

\240 レポート

広報・広聴費

切手代市議団レポート、資料送付

1558 2013/02/05

\828,542 レポート

広報・広聴費

配布代市議団レポートvol.4

1795 2013/02/05

\6,305 利用料

事務費

コピー機1月分

1790 2013/02/15

\15,120 事務用品

事務費

印刷機マスター

1789 2013/02/15

\6,387 電話代

事務費

1月分

1788 2013/02/15

\11,233 事務用品

事務費

コピー用紙、封筒、ブックスタンド

1791 2013/02/21

\30,000 講師料

会議研修費

「自転車後進国からの変身」

1792 2013/02/27

\84,217 給与・交通費

人件費

2月分

1793 2013/02/28

\186,376 給与・交通費

人件費

2月分

1794 2013/02/28

\191,598 給与・交通費

人件費

2月分

1976 2013/03/04

\18,795 リース料

事務費

パソコン2台、大判プリンタ21/46回分

1978 2013/03/05

\12,479 利用料

事務費

コピー機2月分

1977 2013/03/05

\97,230 HP

広報・広聴費

年間維持管理運用代

1979 2013/03/06

\23,160

1980 2013/03/06

書籍等購入記録
資料購入費
番号-12
書籍等購入記録
\9,600
資料購入費
番号-13

「地方財務」
「ガバナンス」

事務費

用紙、ブックスタンド、ペン、封筒、ファ
イル、ラベル

\2,500 自転車

調査研究費

地図代安全走行調査

1984 2013/03/08

\5,941 自転車

調査研究費

事務用品安全走行調査

1985 2013/03/12

\8,070 自転車

調査研究費

腕章安全走行調査

1983 2013/03/12

\900 自転車

調査研究費

駐車料金安全走行調査

1986 2013/03/13

\6,838 電話代

事務費

2月分

1981 2013/03/06

\19,990 事務用品

1982 2013/03/08

1987 2013/03/21
1993 2013/03/21

\208,530 自転車
\50,000

調査研究費

書籍等購入記録
資料購入費
番号-14

業務委託「自転車走行適正化のための
調査」
「Ｄ-file」

2002 2013/03/25

\1,550 九州視察

調査研究費

タクシー代、長崎空港→レンタカー店舗

2116 2013/03/25

\1,460 九州視察

調査研究費

レンタカー有料道路

2004 2013/03/26

\23,100 九州視察

調査研究費

レンタカー使用料1台分

書籍等購入記録
資料購入費
番号-17

2003 2013/03/26

\1,470

2117 2013/03/26

\3,800 九州視察

調査研究費

長崎空港移動乗船券2人分

2007 2013/03/27

\700 九州視察

調査研究費

タクシー代、柳川駅→柳川市役所

2008 2013/03/27

\900 九州視察

調査研究費

駐車料金3台分、水郷視察

2009 2013/03/27

\3,450 九州視察

調査研究費

有料道路代3台分、佐世保→柳川

2010 2013/03/27

\1,200 九州視察

調査研究費

有料道路代3台分、佐世保→柳川

2011 2013/03/27

\1,230 九州視察

調査研究費

有料道路代3台分、佐世保→柳川

1994 2013/03/27

\3,155 通信代

事務費

インターネット利用料1-2月分

2118 2013/03/27

\1,150 九州視察

調査研究費

レンタカー有料道路

2119 2013/03/27

\7,200 九州視察

調査研究費

羽田往復有料道路、駐車料金

2120 2013/03/27

\2,700 九州視察

調査研究費

福岡空港→博多→大牟田移動乗車券
新幹線

2006 2013/03/27

\660 九州視察

調査研究費

交通費、乗車券大牟田→柳川2人分

2121 2013/03/27

\5,106 ガソリン代

燃料費

九州視察レンタカー1台分

事務費

コピー機利用料、ＰＣレンタル代1/26

広報・広聴費

デザイン代市議団レポートvol.5

1992 2013/03/27
1988 2013/03/27
1995 2013/03/27

\18,879 事務用品
\210,630 レポート
\22,800

書籍等購入記録
資料購入費
番号-15

「運をつかむ技術」

「自治日報」

2005 2013/03/27

\1,200 九州視察

調査研究費

交通費、特急券博多→久留米

2122 2013/03/28

\13,540 九州視察

調査研究費

羽田空港往復6人分

2231 2013/03/28

\2,630 九州視察

調査研究費

交通費帰路バス、ＪＲ1人分

2015 2013/03/28

\4,926 ガソリン代

燃料費

九州視察レンタカー1台分

2014 2013/03/28

\1,900 九州視察

調査研究費

有料道路代2台分、鳥栖→福岡空港

2013 2013/03/28

\1,200 九州視察

調査研究費

有料道路代2台分、鳥栖→福岡空港

2012 2013/03/28

\1,200 九州視察

調査研究費

有料道路代2台分、鳥栖→福岡空港

2016 2013/03/28

\5,000 ガソリン代

燃料費

九州視察レンタカー1台分

人件費

3月分

1997 2013/03/29

\73,690 給与・交通費

1996 2013/03/29

\27,305

書籍等購入記録
資料購入費
番号-16

「東洋経済」

1991 2013/03/29

\1,085,910 レポート

広報・広聴費

印刷代市議団レポートvol.5

1990 2013/03/29

\778,407 レポート

広報・広聴費

新聞折り込み市議団レポートvol.5

1999 2013/03/29

\202,115 給与・交通費

人件費

3月分
13人分、交通費、3泊代、レンタカー代、
会議室代、視察入場料
羽田空港往復2人片道2人大宮往復1
人

2001 2013/03/29

\1,360,290 九州視察

調査研究費

2123 2013/03/29

\7,690 九州視察

調査研究費

2124 2013/03/29

\11,480 九州視察

調査研究費

帰路新幹線2人分

2000 2013/03/30

\735 自転車

調査研究費

事務用品安全走行調査

広報・広聴費

新聞折り込み市議団レポートvol.5

1989 2013/03/31

支出合計

\608,580 レポート

\20,099,335

