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１０月３１日
（あて先）さいたま市議会議長
会派の名称

立憲・国民・無所属の会さいたま市議団

代表者氏名

高 柳

俊 哉

㊞

平成３０年４月から平成３０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
繰越金

１３，４４０，０００円

摘

要

１４万円×６月×１６人

２４円

その他

０円

合 計

１３，４４０，０２４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

１，５７６，１９８円 小田原・大阪、呉・広島・明石、札幌視察
０円

広報広聴活動費

５，９５１，３９９円 市政報告会、市議団レポート、ＷＥＢ運用代

人件費

３，２９６，１２９円 給与、交通費（労働保険、源泉所得税含む）

会議研修費

９２，１２７円 講師料、ワールドカフェ

資料購入費
燃料費
事務費
事務所費
合 計
３

入 金 額

０円

預金利子

２

収

７５６，４６０円 新聞代、書籍年間購読料等
０円
９０１，０６７円 通信代、事務用品(リース、保守、消耗品)
０円
１２，５７３，３８０円

収入支出差引残額
８６６，６４４円

支出日
2018/04/02

支出額

支出区分

\119,964 人件費
\44,712

2018/04/03

\83,484 事務費
\2,400

2018/04/14

\2,100

2018/04/14

\2,100

2018/04/14

\2,100

2018/04/14

\2,100

2018/04/14

\2,100

社会保険

広報広聴活動
レポートvol.12
費

2018/04/03

2018/04/14

摘要

広報広聴活動
費
広報広聴活動
費
広報広聴活動
費
広報広聴活動
費
広報広聴活動
費
広報広聴活動
費

備考
2月分
郵送代

リース料

印刷機、紙折り機36/47回分、
コピー機35/46回分

市政報告

市政報告2018駐車料金

市政報告

市政報告2018駐車料金

市政報告

市政報告2018駐車料金

市政報告

市政報告2018駐車料金

市政報告

市政報告2018駐車料金

市政報告

市政報告2018駐車料金

2018/04/19

\400 調査研究費

小田原・大阪視察

レンタカー駐車料金
箕面市立第三中学校視察時

2018/04/19

\400 調査研究費

小田原・大阪視察

レンタカー駐車料金
箕面市立第三中学校視察時

2018/04/19

\320 調査研究費

小田原・大阪視察

交通費新大阪→千里中央

2018/04/19

\1,800 調査研究費

小田原・大阪視察

箕面視察日帰りの間の駐車料金

2018/04/23

\5,508 事務費

レンタル代

PC23/34回分

2018/04/23

\45,284 事務費

利用料

コピー機

2018/04/23

\12,960 事務費

事務用品

大判プリンタロール紙、インク代

書籍-1

年間購読「自治研」H30.4～H31.
3月分

2018/04/24

2018/04/24
2018/04/24
2018/04/24

\8,108 資料購入費

\77,100

広報広聴活動
基本政策報告会
費

広報広聴活動
WEB
費
広報広聴活動
\1,374,098
レポートvol.12
費
\21,708

会場代11/24開催＠ソニック
シティ大宮国際会議室
2018年度運営費
新聞折込・チラッシュ代

2018/04/24

\130,140 資料購入費

書籍-2

年間情報料i-JAMPH30.4～
H31.3月分

2018/04/24

\9,720 資料購入費

書籍-3

福祉新聞H30.4～H30.9月分

2018/04/26

\480,664 調査研究費

小田原・大阪視察

4/18-20ＪＲ、宿泊、レンタカー代

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2018/04/26

\32,400 資料購入費

書籍-4

教育新聞H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\24,500 資料購入費

書籍-5

年間購読「ダイヤモンド」
H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\12,312 資料購入費

書籍-6

年間購読「ガバナンス」
H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\70,740 資料購入費

書籍-7

建設新聞H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\80,976 資料購入費

新聞代

毎日、埼玉新聞H30.4～H31.
3月分

2018/04/26

\100,200 資料購入費

新聞代

朝日、日経新聞H30.4～H31.
3月分

2018/04/26

\43,584 資料購入費

新聞代

読売新聞H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\36,732 資料購入費

新聞代

産経新聞H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\28,108 資料購入費

書籍-8

年間購読「東洋経済」
H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\5,032 資料購入費

書籍-9

年間購読「自治体法務研究」
H30.4～H31.3月分

2018/04/26

\8,700

広報広聴活動
広報
費

郵送用ラベル、長３封筒

事務用品

修正テープ、黒ボールペン、
用紙、リングファイル

通信代

FAX3月分

\223,002 人件費

給与

4月分

2018/04/30

\122,286 人件費

給与

4月分

2018/04/30

\88,910 人件費

給与

4月分

2018/05/01

\59,900 人件費

社会保険

3月分

2018/05/07

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機37/47回分、
コピー機36/46回分

2018/05/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC24/34回分

2018/05/15

\27,545 事務費

利用料

コピー機

呉・広島視察

帰路バス代
広島→広島空港１人分

2018/04/26

\11,996 事務費

2018/04/26

\6,527 事務費

2018/04/30

2018/05/17

\1,340 調査研究費

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2018/05/17

\1,040 調査研究費

呉・広島視察

帰路乗車券
羽田空港→大宮１人分

2018/05/18

\2,020 調査研究費

明石視察

タクシー代西明石→明石市役所

2018/05/23

\3,344

広報広聴活動
広報
費

ワールドカフェ案内
印刷用カラー用紙

2018/05/23

\31,400 会議研修費

研修会

講師料、交通費
「バイオマス活用の現状と課題」

2018/05/23

\7,024 資料購入費

書籍-10

年間購読「住民と自治」
H30.4～H31.3月分

2018/05/23

\5,577 事務費

事務用品

ホッチキス、つづりひも、OAタップ

2018/05/23

\6,614 事務費

通信代

FAX4月分

2018/05/23

\3,298 事務費

通信代

インターネット3-4月分

呉・広島・明石視察

5/16-18JR、航空券、宿泊代

書籍-11

年間購読「日経グローカル」
H30.4～H31.3月分

2018/05/24

\467,510 調査研究費

2018/05/24

\91,260 資料購入費

2018/05/31

\191,676 人件費

給与

5月分

2018/05/31

\111,460 人件費

給与

5月分

2018/05/31

\88,570 人件費

給与

5月分

2018/05/31

\60,020 人件費

社会保険

4月分

2018/06/04

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機38/47回分、
コピー機37/46回分

2018/06/05

\66,600 人件費

市・県民税

H29.12～H30.5月

2018/06/14

\41,340 会議研修費

ワールドカフェ

会場代
第5回若者政策ワールドカフェ
＠大宮ソニックシティ602会議室

2018/06/14

\7,726 事務費

事務用品

USB、スティックのり、用紙

2018/06/14

\6,359 事務費

通信代

FAX5月分

2018/06/14

\14,580 事務費

事務用品

印刷機インク代

2018/06/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC25/34回分

2018/06/15

\23,035 事務費

利用料

コピー機

支出日

支出額

支出区分

2018/06/15

\16,848 事務費

2018/06/20

\166,216 人件費

摘要

備考

事務用品

大判プリンタインク代

賞与

賞与

2018/06/21

\31,800 資料購入費

新聞代

東京新聞H30.4～H31.3月分

2018/06/27

\9,024 資料購入費

書籍-12

年間購読「地方議会人」
H30.4～H31.3月分

2018/06/30

\197,854 人件費

給与

6月分

2018/06/30

\123,650 人件費

給与

6月分

2018/06/30

\135,420 人件費

給与

6月分

2018/07/02

\60,020 人件費

社会保険

5月分

2018/07/03

\44,165 人件費

労働保険

H29年度確定H30年度概算

2018/07/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機39/47回分、
コピー機38/46回分

2018/07/06

\83,700

2018/07/10

\40,904 人件費

2018/07/17

広報広聴活動
WEB
費

会派名の変更に伴う修正

源泉所得税

H30.1～6月

\2,980 事務費

事務用品

用紙

2018/07/17

\6,813 事務費

通信代

FAX6月分

2018/07/17

\5,508 事務費

レンタル代

PC26/34回分

2018/07/17

\42,904 事務費

利用料

コピー機

2018/07/18
2018/07/30

広報広聴活動
レポートvol.13
費
広報広聴活動
\1,713,540
レポートvol.13
費
\55,992

2018/07/30

\3,298 事務費

2018/07/31

郵送代
印刷代

通信代

インターネット5-6月分

\187,774 人件費

給与

7月分

2018/07/31

\114,923 人件費

給与

7月分

2018/07/31

\78,900 人件費

給与

7月分

2018/07/31

\120,040 人件費

社会保険

6月分

2018/08/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機40/47回分、
コピー機39/46回分

支出日

2018/08/09

2018/08/10

2018/08/10
2018/08/10
2018/08/10

支出額

支出区分

\50,344

摘要

広報広聴活動
ワールドカフェ
費

\470,360 調査研究費

札幌視察

広報広聴活動
レポートvol.13
費
広報広聴活動
\2,071,009
レポートvol.13
費
広報広聴活動
\8,699
広報
費
\216,540

備考
郵送代
第5回若者政策ワールドカフェ
開催案内
8/20-22航空券、JR代
「複合庁舎」「子ども発達支援」
「LGBT政策」「札幌のまちづくり」
デザイン代
ポスティング代
郵送用ラベル、長３封筒

2018/08/10

\3,072 事務費

事務用品

用紙

2018/08/10

\6,516 事務費

通信代

FAX7月分

2018/08/16

\5,508 事務費

レンタル代

PC27/34回分

2018/08/16

\25,890 事務費

利用料

コピー機

2018/08/20

\670 調査研究費

札幌視察

往路乗車券土呂→浜松町

2018/08/20

\490 調査研究費

札幌視察

往路乗車券浜松町→羽田空港

2018/08/20

\2,320 調査研究費

札幌視察

乗車券8人分新札幌→白石駅
「白石区役所」「えほん図書館」

2018/08/20

\1,470 調査研究費

札幌視察

タクシー3/1台
「白石区役所」「えほん図書館」→
子ども発達支援センター「ちくたく」

2018/08/20

\1,470 調査研究費

札幌視察

タクシー3/2台
「白石区役所」「えほん図書館」→
子ども発達支援センター「ちくたく」

2018/08/20

\1,630 調査研究費

札幌視察

タクシー3/3台
「白石区役所」「えほん図書館」→
子ども発達支援センター「ちくたく」

2018/08/20

\132,000 調査研究費

札幌視察

8/20宿泊代8人分

2018/08/21

\2,100 調査研究費

札幌視察

8/21のみ参加分駐車場代

2018/08/22

\1,894 調査研究費

札幌視察

8/20-22往復乗車券
北浦和↔羽田空港

2018/08/22

\6,300 調査研究費

札幌視察

8/20-22駐車場代

保守料

給与会計ソフトサポート代

2018/08/27

\37,800 事務費

支出日
2018/08/31

支出額

支出区分

\25,080 資料購入費

摘要

備考

書籍-13

年間購読「自治日報」
H30.4～H31.3月分

2018/08/31

\174,129 人件費

給与

8月分

2018/08/31

\122,150 人件費

給与

8月分

2018/08/31

\68,900 人件費

給与

8月分

2018/08/31

\60,020 人件費

社会保険

7月分

2018/09/02

\2,360 会議研修費

ワールドカフェ

マイク代
第5回若者政策ワールドカフェ

2018/09/02

\1,500 会議研修費

ワールドカフェ

駐車料金
第5回若者政策ワールドカフェ

2018/09/02

\1,400 会議研修費

ワールドカフェ

駐車料金
第5回若者政策ワールドカフェ

2018/09/02

\1,400 会議研修費

ワールドカフェ

駐車料金
第5回若者政策ワールドカフェ

2018/09/02

\1,600 会議研修費

ワールドカフェ

駐車料金
第5回若者政策ワールドカフェ

リース料

印刷機、紙折り機41/47回分、
コピー機40/46回分

2018/09/03

\83,484 事務費

広報広聴活動
広報
費

2018/09/11

\5,595

2018/09/11

\8,931 会議研修費

ワールドカフェ

模造紙、マジック、付箋、
マグネット、水性ペン

2018/09/11

\2,196 会議研修費

ワールドカフェ

会場代スタッフ事前打ち合わせ
8/19利用分

2018/09/11

\5,456 事務費

事務用品

クリアホルダー、紙ファイル、
用紙、両面テープ

2018/09/11

\15,085 事務費

事務用品

PCディスプレイ

2018/09/11

\6,507 事務費

通信代

FAX8月分

2018/09/14

\203,418

広報広聴活動
レポートvol.13
費

2018/09/18

\5,508 事務費

2018/09/18

\19,147 事務費

2018/09/21

\9,720 資料購入費

郵送用長３封筒

新聞折込代

レンタル代

PC28/34回分

利用料

コピー機

書籍-3（継続）

福祉新聞H30.10～H31.3月分

支出日

支出額

支出区分

2018/09/26

\3,298 事務費

2018/09/30

摘要

備考

通信代

インターネット7-8月分

\193,860 人件費

給与

9月分

2018/09/30

\145,748 人件費

給与

9月分

2018/09/30

\129,068 人件費

給与

9月分

H30.4月～
Ｈ30.9月
総支出額

\12,573,380

