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３０年５月１日
（あて先）さいたま市議会議長
会派の名称

民進・立憲・無所属の会さいたま市議団

代表者氏名

高

野

秀

樹

㊞

平成２９年１０月から平成３０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

要

２１２，９５３円

預金利子

２２円

その他

０円

合 計

１３，６５２，９７５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
会議研修費

支

出

金

額

摘

０円
８，３６３，３８８円 市政報告会、市議団レポート
３，３３０，５７７円 給与、交通費（社会保険、源泉所得税含む）
１２２，６９２円 講師料、研修会会場代
２，３２４円 新聞代

燃料費

０円

事務費

９２３，８７８円

合 計

要

４７８，９４０円 福井、彦根、静岡視察、調査業務委託料

資料購入費

事務所費

３

摘

１３，４４０，０００円 １４万円×６月×１６人

繰越金

２

額

０円
１３，２２１，７９９円

収入支出差引残額
４３１，１７６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

2017/10/02

\59,864 人件費

社会保険料

8月分

2017/10/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機30/47回分
コピー機29/46回分

2017/10/18

\6,443 事務費

通信代

FAX9月分

2017/10/23

\5,508 事務費

レンタル代

PC17/34回分

2017/10/23

\85,214 事務費

利用料

コピー機

2017/10/25

\18,836 事務費

事務用品

Ｚファイル、のり、Ａ１・Ａ２サイズ
パネル、リングファイル、
クリアホルダー、フラットファイル

2017/10/25

\7,506 事務費

事務用品

印刷機インク2本分

2017/10/25

\44,988 広報広聴活動費 市政報告

郵送代
「若者政策ワールドカフェ」案内

2017/10/31

\136,165 人件費

給与

10月分

2017/10/31

\117,050 人件費

給与

10月分

2017/10/31

\211,226 人件費

給与

10月分

2017/10/31

\60,100 人件費

社会保険料

9月分

2017/11/06

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機31/47回分
コピー機30/46回分

2017/11/06

\44,850 広報広聴活動費 レポートvol.10

郵送代
会派レポート2017秋号

2017/11/10

\216,540 広報広聴活動費 レポートvol.10

デザイン代
会派レポート2017秋号

2017/11/10

\7,398 事務費

印刷機

インク代2本分

2017/11/14

\1,960 会議研修費

政策研修

会場代11/26開催「若者政策
ワールドカフェ」スタッフ事前
打ち合わせ10/7利用分

2017/11/14

\6,424 事務費

通信代

FAX代10月分

2017/11/14

\3,300 事務費

通信代

インターネット9-10月利用分

2017/11/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC18/34回分

支出日
2017/11/15
2017/11/22

支出額

支出区分

\43,224 事務費

摘要
利用料

\1,145,340 広報広聴活動費 レポートvol.10

備考
コピー機
ポスティング代
会派レポート2017秋号

2017/11/26

\9,504 会議研修費

政策研修

会場代
「第４回若者政策ワールドカフェ」

2017/11/27

\5,576 事務費

事務用品

A4・A3用紙、フラットファイル

2017/11/27
2017/11/27

\1,530,040 広報広聴活動費 レポートvol.10
\11,253 広報広聴活動費 レポート

印刷・折加工代
会派レポート2017秋号
郵送用ラベル、封筒

2017/11/28

\260,564 広報広聴活動費 レポートvol.10

新聞折込代
会派レポート2017秋号

2017/11/30

\178,261 人件費

給与

11月分

2017/11/30

\60,100 人件費

社会保険料

10月分

2017/11/30

\78,800 人件費

給与

11月分

2017/11/30

\101,980 人件費

給与

11月分

2017/12/01

\882,829 広報広聴活動費 レポートvol.10

ポスティング代
会派レポート2017秋号

2017/12/04

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機32/47回分
コピー機31/46回分

2017/12/11

\68,000 人件費

市県民税

6-11月預かり分

2017/12/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC19/34回分

2017/12/15

\16,491 事務費

利用料

コピー代

2017/12/18

\4,800 会議研修費

政策研修

会場代11/26開催「若者政策
ワールドカフェ」スタッフ事前
打ち合わせ11/12利用分

2017/12/18

\6,369 事務費

通信代

FAX代11月分

2017/12/20

\249,176 人件費

賞与

賞与

2017/12/31

\214,805 人件費

給与

12月分

2017/12/31

\142,935 人件費

給与

12月分

支出日

支出額

支出区分

2017/12/31

\134,945 人件費

2018/01/04

摘要

備考

給与

12月分

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機33/47回分
コピー機32/46回分

2018/01/04

\60,100 人件費

社会保険料

11月分

2018/01/11

\44,781 広報広聴活動費 レポートvol.11

郵送代
会派レポート2018冬号

2018/01/12

\6,732 事務費

通信代

FAX代12月分

2018/01/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC20/34回分

2018/01/15

\39,415 事務費

利用料

コピー機

2018/01/15

\22,235 人件費

源泉所得税

7-12月預かり分

2018/01/22

\76,428 会議研修費

政策研修

会場、備品代
1/4-5「会派政策研修会」

2018/01/25

\808,380 広報広聴活動費 レポートvol.11

印刷・折加工代
会派レポート2018冬号

2018/01/29

\1,261,634 広報広聴活動費 レポートvol.11

新聞折込・チラッシュ代
会派レポート2018冬号

2018/01/29

\14,080 広報広聴活動費 市政報告

会場代
4/14開催「市政報告会2018」

2018/01/31

\19,151 事務費

事務用品

A4用紙、ナンバーリング、
リングファイル、クリアホルダー、
透明ポケット

2018/01/31

\3,300 事務費

通信代

インターネット11-12月利用分

2018/01/31

\60,100 人件費

社会保険料

12月分

2018/01/31

\70,420 人件費

給与

1月分

2018/01/31

\103,252 人件費

給与

1月分

2018/01/31

\173,249 人件費

給与

1月分

2018/02/05

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機34/47回分
コピー機33/46回分

2018/02/05

\151,740 広報広聴活動費 レポートvol.11

デザイン代
会派レポート2018冬号

支出日

支出額

支出区分

2018/02/15

\5,508 事務費

2018/02/15

摘要

備考

レンタル代

PC21/34回分

\32,096 事務費

利用料

コピー機

2018/02/22

\14,959 事務費

事務用品

Ａ3・Ａ4用紙、ボックス、
修正テープ、ボールペン、
蛍光ペン

2018/02/22

\6,836 事務費

通信代

FAX1月分

2018/02/22

\8,701 広報広聴活動費 レポートvol.11

郵送用ラベル、長3封筒代

2018/02/23

\25,480 調査研究費

調査委託料

情報サポート代
「さいたま市議会、さいたま市政に
おける聴覚障害者の障害に関する
調査」

2018/02/23

\30,000 会議研修費

講師料

「2018年度さいたま市予算」

2018/02/28

\191,695 人件費

給与

2月分

2018/02/28

\123,050 人件費

給与

2月分

2018/02/28

\136,120 人件費

給与

2月分

2018/02/28

\150,250 人件費

社会保険料

1月分

新聞代

日経価格改定H29.11～H30.3分

2018/03/01

\2,324 資料購入費

2018/03/05

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機35/47回分
コピー機34/46回分

2018/03/09

\14,580 事務費

印刷機

インク代8本分

2018/03/09

\83,700 広報広聴活動費 WEB

会派名変更による修正

2018/03/13

\44,712 広報広聴活動費 市政報告

郵送代4/14開催
市政報告会案内

2018/03/16

\23,047 事務費

利用料

コピー機

2018/03/16

\5,508 事務費

レンタル代

PC22/34回分

事務用品

付箋、ボールペン替芯、
クリアホルダー、USB、ファイル、
透明ポケット

2018/03/22

\13,175 事務費

2018/03/22

\6,556 事務費

通信代

FAX代2月分

2018/03/22

\3,298 事務費

通信代

インターネット1-2月分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2018/03/28

\15,930 調査研究費

福井・彦根・静岡視察

往路交通費１人分

2018/03/29

\435,880 調査研究費

福井・彦根・静岡視察

3/27-30宿泊、交通費
11人分

2018/03/29

\1,302,750 広報広聴活動費 レポートvol.12

印刷、折加工代
会派レポート2018春号

2018/03/29

\216,108 広報広聴活動費 レポートvol.12

デザイン代
会派レポート2018春号

2018/03/29

\1,650 調査研究費

福井・彦根・静岡視察

タクシー代
往路さざなみ学園→米原駅

2018/03/30

\290,398 広報広聴活動費 レポートvol.12

新聞折込
会派レポート2018春号

2018/03/31

\215,779 人件費

給与

3月分

2018/03/31

\122,350 人件費

給与

3月分

2018/03/31

\88,570 人件費

給与

3月分

H29.10月～
Ｈ30.3月
総支出額

\13,221,799

