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３１年４月２６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１０月から平成３１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
繰越金

要

１３，４４０，０００円 １４万円×６月×１６人

２２円

その他

０円

合 計

１４，３０６，６６６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
資料購入費

支 出 金 額

要

０円
９，３６９，６６２円 基本政策報告会、市議団レポート
３，３８２，２９１円 給与、交通費（社会保険、源泉所得税含む）
３９，８１０円 政策研修会
２７１，０８０円 地図代
０円

事務費

９８５，５６６円

合 計

摘

１００，０００円 会派基本政策アドバイザリー業務委託料

燃料費

事務所費

３

摘

８６６，６４４円

預金利子

２

収 入 金 額

０円
１４，１４８，４０９円

収入支出差引残額
１５８，２５７円

通信代、事務用品(リース、保守、消耗品) 、PC
ソフト

支出日
2018/10/01

支出額

支出区分

摘要

\6,264 広報広聴活動費 WEB

備考
修正とデータ移行作業

2018/10/01

\60,020 人件費

社会保険

8月分

2018/10/09

\56,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機42/47回分

2018/10/09

\27,000 事務費

リース料

コピー機41/46回分

2018/10/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC29/34回分

2018/10/15

\41,332 事務費

利用料

コピー機

2018/10/24

\50,026 広報広聴活動費 基本政策報告会

2018/10/25

\6,505 事務費

2018/10/25

郵送代11/24開催案内文

通信代

FAX9月分

\23,844 事務費

事務用品

クリアホルダー、透明ホルダー、
用紙、ＵＳＢ、ファイル、ボール
ペン、インデックス

2018/10/31

\66,022 人件費

社会保険

9月分

2018/10/31

\234,471 人件費

給与

10月分

2018/10/31

\143,020 人件費

給与

10月分

2018/10/31

\126,640 人件費

給与

10月分

2018/11/05

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機43/47回分、
コピー機42/46回分

2018/11/07

\56,392 広報広聴活動費 レポートvol.14

2018/11/13

\216,540 広報広聴活動費 レポートvol.14

2018/11/13

\1,662,530 広報広聴活動費 レポートvol.14

2018/11/13

\34,452 事務費

2018/11/14

\6,457 事務費

郵送代
デザイン代
印刷代

事務用品

印刷機インク、マスター代

通信代

FAX10月分

2018/11/14

\14,297 広報広聴活動費 レポート

郵送用長3封筒、ラベル

2018/11/14

\14,058 事務費

事務用品

用紙、蛍光ペン、透明ポケット、
スティックのり

2018/11/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC30/34回分

2018/11/15

\55,279 事務費

利用料

コピー機

支出日

2018/11/24

支出額

支出区分

\100,000 調査研究費

摘要

業務委託

備考
「基本政策『市民と共に明日を
創る』の進捗に対する評価、及び、
アドバイザリー」

2018/11/24

\3,600 広報広聴活動費 基本政策報告会

駐車料金

2018/11/24

\1,300 広報広聴活動費 基本政策報告会

駐車料金

2018/11/30

\215,264 人件費

給与

11月分

2018/11/30

\121,850 人件費

給与

11月分

2018/11/30

\89,010 人件費

給与

11月分

2018/11/30

\66,022 人件費

社会保険

10月分

2018/12/03

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機44/47回分、
コピー機43/46回分

2018/12/03

\21,880 事務費

PCソフト

イラストレーター、払込手数料

2018/12/04

\3,298 事務費

通信代

インターネット9-10月分

2018/12/07
2018/12/07
2018/12/07

2018/12/07

\10,640 広報広聴活動費 基本政策報告会
\1,062,192 広報広聴活動費 レポートvol.14
\6,497 事務費

\12,268 事務費

FAX11月分

事務用品

つづりひも、輪ゴム、ファイル、
電池、ボールペン、替え芯、
A４用紙、クリアホルダー、
名札ケース

\1,271,268 広報広聴活動費 レポートvol.14

2018/12/10

\203,418 広報広聴活動費 レポートvol.14
\80,600 人件費

2018/12/10

\249,323 人件費

2018/12/17

\5,508 事務費

2018/12/17

\29,553 事務費

2018/12/31

ポスティング代

通信代

2018/12/10

2018/12/10

11/24開催備品使用料

ポスティング代
新聞折込

市・県民税

H30.6～11月

賞与

下期分

レンタル代

PC31/34回分

利用料

コピー機

\217,804 人件費

給与

12月分

2018/12/31

\128,920 人件費

給与

12月分

2018/12/31

\139,340 人件費

給与

12月分

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2019/01/04

\66,022 人件費

社会保険

11月分

2019/01/04

\30,240 会議研修費

政策研修

会場代1/4-5会派政策研修

2019/01/04

\1,400 会議研修費

政策研修

駐車料金

リース料

印刷機、紙折り機45/47回分、
コピー機44/46回分

2019/01/04

\83,484 事務費

2019/01/05

\2,160 会議研修費

政策研修

会場代追加分

2019/01/05

\1,600 会議研修費

政策研修

駐車料金

2019/01/05

\2,000 会議研修費

政策研修

駐車料金

2019/01/05

\1,500 会議研修費

政策研修

駐車料金

2019/01/05

\720 会議研修費

政策研修

資料コピー代

2019/01/05

\20 会議研修費

政策研修

資料コピー代

2019/01/05

\170 会議研修費

政策研修

資料コピー代

2019/01/09

\17,276 人件費

源泉所得税

Ｈ30.7-12月3人分

2019/01/15

\5,508 事務費

レンタル代

PC32/34回分

2019/01/15

\61,830 事務費

利用料

コピー機

2019/01/17

\14,580 事務費

印刷機

インク代

2019/01/17

\216,540 広報広聴活動費 レポートvol.15

2019/01/18

\57,600 広報広聴活動費 レポートvol.15

デザイン代
郵送代

2019/01/18

\7,118 事務費

通信代

FAX代12月分

2019/01/18

\4,760 事務費

事務用品

Ａ3、Ａ4用紙

2019/01/24

\1,720,540 広報広聴活動費 レポートvol.15

2019/01/24

\203,418 広報広聴活動費 レポートvol.15

2019/01/28

\3,298 事務費

2019/01/31

印刷代
新聞折込

通信代

インターネット11-12月分

\176,834 人件費

給与

1月分

2019/01/31

\121,850 人件費

給与

1月分

2019/01/31

\29,240 人件費

給与

1月分

支出日

支出額

支出区分

2019/01/31

\156,052 人件費

2019/02/04

\83,484 事務費

2019/02/05

摘要

備考

社会保険料

12月分

リース料

印刷機、紙折り機46/47回分、
コピー機45/46回分

\1,068,191 広報広聴活動費 レポートvol.15

ポスティング代

2019/02/06

\6,515 事務費

通信代

FAX1月分

2019/02/06

\9,148 事務費

事務用品

電卓、A4用紙

2019/02/08
2019/02/08

\1,271,268 広報広聴活動費 レポートvol.15
\271,080 資料購入費

ポスティング代

書籍-14

地図10区分パインダー版、
製本版

レンタル代

PC33/34回分

利用料

コピー機

2019/02/15

\5,508 事務費

2019/02/15

\19,268 事務費

2019/02/28

\199,321 人件費

給与

2月分

2019/02/28

\122,550 人件費

給与

2月分

2019/02/28

\78,900 人件費

給与

2月分

2019/02/28

\66,022 人件費

社会保険料

1月分

2019/03/04

\83,484 事務費

リース料

印刷機、紙折り機47/47回分、
コピー機46/46回分（終了）

2019/03/07

\7,452 事務費

事務用品

印刷機インク代2本

2019/03/15

\4,974 事務費

レンタル代

PC34/34回分（終了）
選挙期間除外

2019/03/15

\29,148 事務費

利用料

コピー機

2019/03/15

\4,536 事務費

事務用品

大判プリンタロール紙

2019/03/20

\19,139 事務費

事務用品

インデックス、ホワイトボード
マーカー、ボールペン、A4用紙、
ラベル

2019/03/20

\6,635 事務費

通信代

FAX代2月分

2019/03/20

\3,298 事務費

通信代

インターネット1-2月分

2019/03/20

\57,098 広報広聴活動費 レポートvol.16

2019/03/28

\216,540 広報広聴活動費 レポートvol.16

郵送代
デザイン代

支出日

支出額

支出区分

摘要

備考

2019/03/28

\191,998 人件費

給与

3月分

2019/03/28

\110,260 人件費

給与

3月分

2019/03/28

\107,660 人件費

給与

3月分

H30.10月～
Ｈ31.3月
総支出額

\14,148,409

