
4月分支出総額 ¥743,120
請求金額 ¥710,346

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

1 2017/4/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

2 2017/4/5 井上わたるの配るホームページ第57号折込代 ¥55,755 100% ¥55,755 広報費

3 2017/4/6 ガソリン代 ¥3,895 85% ¥3,311 交通費

4 2017/4/6 携帯電話使用料 ¥13,308 90% ¥11,977 事務費

5 2017/4/7 井上わたるの配るホームページ第57号印刷代 ¥464,434 100% ¥464,434 広報費

6 2017/4/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

7 2017/4/12 来客用お茶代 ¥294 85% ¥250 事務費

8 2017/4/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

9 2017/4/26 事務所電気代（3/27～4/24使用分） ¥2,990 85% ¥2,542 事務費

10 2017/4/27 事務所家賃（4月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

11 2017/4/27 来客時等駐車場賃借料（4月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

12 2017/4/24 電話代(2017/3/1~3/31使用分） ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

¥743,120 ¥710,346計



5月分支出総額 ¥793,765
請求金額 ¥725,415

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

13 2017/5/2 井上わたるの配るホームページ58号新聞折り込み代 ¥55,755 100% ¥55,755 広報費

14 2017/5/2 ホームページ更新費用 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

15 2017/5/2 井上わたるの配るホームページ58号印刷代 ¥356,400 100% ¥356,400 広報費

16 2017/5/2 井上わたるの配るホームページ57号ポスティング委託料 ¥105,840 100% ¥105,840 広報費

2017/5/8 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

17 2017/5/8 携帯電話使用料 ¥13,337 90% ¥12,003 事務費

18 2017/5/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

19 2017/5/22 コピー機カウンター代 ¥2,290 85% ¥1,947 事務費

20 2017/5/24 電話使用料（4/1～4/30使用分） ¥6,745 85% ¥5,733 事務費

21 2017/5/24 ガソリン代 ¥4,572 85% ¥3,886 交通費

22 2017/5/29
事務所家賃（5月分）
但し5/14～5/20分を除く

¥130,000 85% ¥85,548 事務所費　

2017/5/29 来客時等駐車場賃借料（5月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費　

¥793,765 ¥725,415

※ No22　算出根拠　130,000×0.85－130,000×0.85÷31×7＝85,548円

計



6月分支出総額 ¥442,737
請求金額 ¥397,387

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

23 2017/6/4
電気代５月分（2017.4.25～5.25使
用分）
但し5/14～5/20使用分を除く

¥3,869 85% ¥2,546 事務費

2017/6/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

24 2017/6/6 ホームページ更新料 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

25 2017/6/6 井上わたるの配るホームページ第58号ポスティング委託代 ¥166,320 100% ¥166,320 広報費

26 2017/6/6 携帯電話使用料 ¥13,317 90% ¥11,985 事務費

27 2017/6/12 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

28 2017/6/15 駅頭での県政報告活動の際の駐車場代 ¥1,000 100% ¥1,000 広報費

2017/6/27 事務所家賃（６月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2017/6/27 来客時等駐車場賃借料（6月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

29 2017/6/29
電話代（2017.5/1～5/30使用分）
但し、5/14～5/20使用分は除く

¥6,566 85% ¥4,321 事務費

30 2017/6/29 電気代6月分（2017.5.26～6.22使用分） ¥2,839 85% ¥2,413 事務費

¥442,737 ¥397,387

※ No.23算出根拠　3,869×0.85-3,869×0.85÷31×7＝2,546円
※ No.29算出根拠　6,566×0.85-6,566×0.85÷31×7＝4,321円

計



7月分支出総額 ¥273,968
請求金額 ¥230,842

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

31 2017/7/6 携帯電話使用料 ¥13,389 90% ¥12,050 事務費

32 2017/7/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

33 2017/7/19 ホームページ更新費 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

34 2017/7/19 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

35 2017/7/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

36 2017/7/27 事務所家賃(７月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

37 2017/7/27 来客時等駐車場賃借料（7月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

38 2017/7/27 電話代（2017.6.1～6.30使用分） ¥6,594 85% ¥5,605 事務費

39 2017/7/27 電気代2017/6/23～7/25） ¥4,079 85% ¥3,467 事務費

¥273,968 ¥230,842計



8月分支出総額 ¥815,901
請求金額 ¥780,095

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

40 2017/8/4 コピー機リース代 ¥12,700 85% ¥10,795 事務費

41 2017/8/4 ガソリン代 ¥3,403 85% ¥2,893 交通費

2017/8/7 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

43 2017/8/7 携帯電話使用料 ¥13,324 90% ¥11,992 事務費

44 2017/8/9 井上わたるの配るホームページ第59号製作費 ¥496,800 100% ¥496,800 広報費

45 2017/8/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

46 2017/8/15 駐車場契約更新料 ¥8,100 85% ¥6,885 事務所費

47 2017/8/18 井上わたるの県政報告会会場費 ¥1,080 100% ¥1,080 広報費

48 2017/8/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

49 2017/8/27 電話代（2017/7/1～7/31使用分） ¥6,540 85% ¥5,559 事務費

50 2017/8/27 電気代（2017/7/26～8/24） ¥3,177 85% ¥2,700 事務費

51 2017/8/28 井上わたるの配るホームページ第59号折込代 ¥74,871 100% ¥74,871 広報費

2017/8/28 事務所家賃（8月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2017/8/28 来客時等駐車場賃借料（8月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥815,901 ¥780,095計



9月分支出総額 ¥330,640
請求金額 ¥276,654

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

52 2017/9/1 ホームページ更新料 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

2017/9/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

53 2017/9/5 駅頭での県政報告活動の際の駐車場代 ¥1,000 100% ¥1,000 広報費

54 2017/9/6 携帯電話使用料 ¥13,305 90% ¥11,975 事務費

55 2017/9/11 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

56 2017/9/12 駅頭での県政報告活動の際の駐車場代 ¥400 100% ¥400 広報費

57 2017/9/14 駅頭での県政報告活動の際の駐車場代 ¥800 100% ¥800 広報費

58 2017/9/15 ガソリン代 ¥4,495 85% ¥3,821 交通費

59 2017/9/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

60 2017/9/22 電話代（2017.8.1～8.31使用分） ¥6,634 85% ¥5,639 事務費

61 2017/9/25 駅頭での県政報告活動の際の駐車場代 ¥100 100% ¥100 広報費

2017/9/27 事務所家賃(9月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2017/9/27 来客時等駐車場賃借料（9月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

62 2017/9/29 ホームページ更新料 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

¥330,640 ¥276,654計



¥388,312
請求金額 ¥355,602

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

63 2017/10/5 電気代（2017/8/25～9/25使用分） ¥3,299 85% ¥2,804 事務費

64 2017/10/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

65 2017/10/6 携帯電話使用料 ¥11,779 90% ¥10,601 事務費

66 2017/10/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

67 2017/10/17 第59号ポスティング委託料 ¥166,320 100% ¥166,320 広報費

68 2017/10/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

69 2017/10/25 電話代（2017/9/1～9/30使用分） ¥6,710 85% ¥5,704 事務費

70 2017/10/26 ガソリン代 ¥1,290 85% ¥1,097 交通費

71 2017/10/27 事務所家賃（10月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

72 2017/10/27 来客時等駐車場代（10月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

73 2017/10/30 電気代（2017/9/26～10/24使用分） ¥3,008 85% ¥2,557 事務費

¥388,312 ¥355,602計

10月分支出総額



¥224,585
請求金額 ¥191,136

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

74 2017/11/4 ガソリン代 ¥4,087 85% ¥3,474 交通費

2017/11/6 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

75 2017/11/6 携帯電話使用料 ¥11,783 90% ¥10,605 事務費

76 2017/11/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

77 2017/11/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

78 2017/11/22 名刺代 ¥1,000 50% ¥500 事務費

2017/11/27 事務所家賃（11月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2017/11/27 来客時等駐車場代（11月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

79 2017/11/29 電気代（2017/10/25～11/26使用分） ¥3,169 85% ¥2,694 事務費

80 2017/11/29 電話代（2017/10/1～10/31使用分） ¥6,540 85% ¥5,559 事務費

81 2017/11/30 ガソリン代 ¥2,100 85% ¥1,785 交通費

¥224,585 ¥191,136計

11月分支出総額



¥933,728
請求金額 ¥900,989

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2017/12/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

82 2017/12/6 携帯電話使用料 ¥11,984 90% ¥10,786 事務費

83 2017/12/11 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

84 2017/12/15 視察時の有料道路通行代 ¥420 100% ¥420 調査研究費

85 2017/12/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

86 2017/12/20 電話代（2017/11/1～11/30使用分） ¥6,540 85% ¥5,559 事務費

87 2017/12/24 配るホームページ第60号折込代 ¥73,855 100% ¥73,855 広報費

88 2017/12/26 配るホームページ第60号印刷代 ¥637,200 100% ¥637,200 広報費

89 2017/12/26 電気代（2017/11/27～12/24使用分） ¥2,933 85% ¥2,493 事務費

90 2017/12/26 ガソリン代 ¥4,890 85% ¥4,157 交通費

2017/12/27 事務所家賃（12月分） ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2017/12/27 来客時等駐車場代（12月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥933,728 ¥900,989計

12月分支出総額



1月分支出総額 ¥217,754
請求金額 ¥185,680

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

91 2018/1/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

92 2018/1/9 携帯電話使用料 ¥11,779 90% ¥10,601 事務費

93 2018/1/10 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

94 2018/1/22 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

95 2018/1/28 電気代（2017/12/25～1/24） ¥3,512 85% ¥2,985 事務費

96 2018/1/28 電話代（2017/12/1～12/31使用分」） ¥6,557 85% ¥5,573 事務費

97 2018/1/29 事務所家賃1月分 ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

98 2018/1/29 来客時等駐車場代（1月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥217,754 ¥185,680計



2月分支出総額 ¥498,581
請求金額 ¥455,337

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2018/2/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

99 2018/2/5 井上わたるの配るホームページ第60号ポスティング委託代 ¥166,320 100% ¥166,320 広報費

100 2018/2/5 ホームページ更新費 ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

101 2018/2/6 携帯電話使用料 ¥11,789 90% ¥10,610 事務費

102 2018/2/13 会派視察時高速代 ¥4,260 100% ¥4,260 調査研究費

103 2018/2/13 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

104 2018/2/13 サーバーレンタル更新料 ¥1,400 80% ¥1,120 広報費

106 2018/2/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

107 2018/2/21 電話代（1/1～1/31使用分） ¥6,594 85% ¥5,605 事務費

108 2018/2/26 井上わたるの配るホームページ第61号折込委託代 ¥54,243 100% ¥54,243 広報費

2018/2/27 事務所家賃2月分 ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/2/27 来客時等駐車場代（2月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

109 2018/2/28 電気代（2018/1/25～2/22使用分） ¥3,853 85% ¥3,275 事務費

110 2018/2/28 文房具購入費 ¥216 85% ¥184 事務費

¥498,581 ¥455,337計



3月分支出総額 ¥1,350,507
請求金額 ¥1,317,102

連番 日付 購入品目 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

111 2018/3/2 井上わたるの配るホームページ第61号印刷代 ¥494,010 100% ¥494,010 広報費

2018/3/5 車両リース代 ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

112 2018/3/6 携帯電話使用料 ¥12,075 90% ¥10,868 事務費

113 2018/3/12 インターネット接続料 ¥1,026 85% ¥872 事務費

114 2018/3/12 サーバーレンタル代 ¥4,800 80% ¥3,840 広報費

115 2018/3/19 名刺代 ¥1,600 50% ¥800 事務費

116 2018/3/19 電話代（2/1～2/28使用分） ¥6,594 85% ¥5,605 事務費

117 2018/3/20 コピー機カウンター代 ¥1,080 85% ¥918 事務費

118 2018/3/24 来客用お茶購入費 ¥420 85% ¥357 事務費

119 2018/3/27 議員連盟費 ¥62 100% ¥62 グループ活動費

2018/3/27 事務所家賃3月分 ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/3/27 来客時等駐車場代（3月分） ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

120 2018/3/30 井上わたるの配るホームページ第62号印刷代 ¥635,040 100% ¥635,040 広報費

¥1,350,507 ¥1,317,102計
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