
4月分支出総額
¥369,469

請求金額 ¥335,815

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

1 2018/4/1 事務所電気代３月分（2/23～3/26使用分） 東京電力 ¥2,998 85% ¥2,548 事務費

2 2018/4/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

3 2018/4/6 携帯電話使用料 ソフトバンクモバイル ¥11,791 90% ¥10,612 事務費

4 2018/4/10 井上わたるの配るホームページ第61号ポスティング委託料 株式会社SKI ¥136,080 100% ¥136,080 広報費

5 2018/4/10 政務活動写真資料購入費 石川章一郎 ¥5,400 100% ¥5,400 広報費

6 2018/4/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

7 2018/4/10 ブログアップデート代 忍者ツールズ ¥2,400 80% ¥1,920 広報費

8 2018/4/11 ガソリン代 ENEOS ¥5,106 85% ¥4,340 交通費

9 2018/4/19 事務所電話代（2018.3.1～3.31使用分） NTT ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

10 2018/4/20 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,080 85% ¥918 事務費

11 2018/4/20 駅頭での政務活動時駐車場代 Times ¥100 100% ¥100 広報費

12 2018/4/23 駅頭での政務活動時駐車場代 Times ¥400 100% ¥400 広報費

13 2018/4/26 事務所電気代（3/27～4/23使用分） 東京電力 ¥2,750 85% ¥2,338 事務費

14 2018/4/27 事務所家賃（4月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

15 2018/4/27 来客時等駐車場賃借料（4月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥369,469 ¥335,815計



5月分支出総額
¥292,237

請求金額 ¥260,236

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2018/5/7 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

16 2018/5/7 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥11,777 90% ¥10,599 事務費

17 2018/5/10 視察時高速道路通行料 ETC東京支社 ¥3,910 100% ¥3,910 調査研究費

18 2018/5/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

19 2018/5/20 電話代（4/1～4/30使用分） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

20 2018/5/21 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,169 85% ¥994 事務費

21 2018/5/23 井上わたるの配るホームページ第62号新聞折り込み代 よみうりIS ¥71,064 100% ¥71,064 広報費

22 2018/5/27 電気代（4/24～5/24使用分） 東京電力 ¥2,953 85% ¥2,510 事務費

2018/5/28 事務所家賃（5月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/5/28 来客時等駐車場賃借料（5月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥292,237 ¥260,236計



6月分支出総額
¥336,176

請求金額 ¥303,876

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2018/6/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

23 2018/6/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥11,791 90% ¥10,612 事務費

24 2018/6/11 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

25 2018/6/12 会派視察代 リノンツーリスト ¥102,580 100% ¥102,580 調査研究費

26 2018/6/13 会派視察時交通費 ¥989 100% ¥989 調査研究費

27 2018/6/15 会派視察時空港バス代 ¥1,340 100% ¥1,340 調査研究費

28 2018/6/18 教育を考える彩の国県民フォーラム年会費 教育を考える彩の国県民フォーラム ¥12,000 100% ¥12,000 調査研究費

29 2018/6/17 ガソリン代 ENEOS ¥4,994 85% ¥4,245 交通費

30 2018/6/20 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,080 85% ¥918 事務費

31 2018/6/26 電話代（5/1～5/31使用分） NTT ¥6,576 85% ¥5,590 事務費

2018/6/27 事務所家賃（6月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/6/27 来客時等駐車場賃借料（6月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥336,176 ¥303,876計



7月分支出総額
¥417,759

請求金額 ¥380,741

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

32 2018/7/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

33 2018/7/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,644 90% ¥7,780 事務費

34 2018/7/10 インターネット使用料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

35 2018/7/16 事務所電気代（5/25～6/24使用分） 東京電力 ¥3,069 85% ¥2,609 事務費

36 2018/7/16 事務所テナント保険料 株式会社全管共済会 ¥22,500 85% ¥19,125 事務所費

37 2018/7/17 62号ポスティング SKI ¥166,320 100% ¥166,320 広報費

38 2018/7/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

39 2018/7/23 埼玉県職員録購入代 関東図書 ¥1,770 100% ¥1,770 資料購入・作成費

40 2018/7/25 ガソリン代 ENEOS ¥5,513 85% ¥4,686 交通費

41 2018/7/27 事務所賃借料（7月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

42 2018/7/27 来客時等駐車場賃借料（7月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

43 2018/7/27 事務所電話代（2018/6/1～6/30使用分） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

44 2018/7/27 事務所電気代（6/25～7/24使用分） 東京電力 ¥4,606 85% ¥3,915 事務費

45 2018/7/27 電池購入費 イトーヨーカドー ¥2,893 85% ¥2,459 事務費

¥417,759 ¥380,741計



8月分支出総額
¥1,068,937

請求金額 ¥1,006,310

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

46 2018/8/1 駅頭での県政報告活動時駐車場料金 ¥300 100% ¥300 広報費

47 2018/8/6 コピー機リース代 クレディセゾン ¥12,700 85% ¥10,795 事務費

48 2018/8/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,676 90% ¥7,808 事務費

2018/8/6 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

49 2018/8/10 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

50 2018/8/17 事務所契約更新料 リゾン ¥184,800 85% ¥157,080 事務所費

51 2018/8/17 駐車場契約更新料 リゾン ¥8,100 85% ¥6,885 事務所費

52 2018/8/19 電話代（2018/7/1～7/31使用分） NTT ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

53 2018/8/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

2018/8/27 事務所賃借料（8月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/8/27 来客時等駐車場賃借費 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

54 2018/8/27 井上わたるの配るホームページ第63号印刷費 I&Yコンサルティング ¥579,960 100% ¥579,960 広報費

55 2018/8/31 電気代（2018/7/25～8/23使用分） 東京電力 ¥3,685 85% ¥3,132 事務費

56 2018/8/31 9/7新聞折込代（63号） 読売IS ¥68,272 100% ¥68,272 広報費

¥1,068,937 ¥1,006,310計



9月分支出総額
¥299,358

請求金額 ¥249,981

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

57 2018/9/1 政務活動写真資料代 石川章一朗 ¥9,774 100% ¥9,774 広報費

58 2018/9/1 ガソリン代 ENEOS ¥5,606 85% ¥4,765 交通費

2018/9/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

59 2018/9/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,624 90% ¥7,762 事務費

60 2018/9/10 2018/7/19会派視察（埼玉県種苗センター視察時高速代） ETC関東支社 ¥3,430 100% ¥3,430 調査研究費

61 2018/9/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

62 2018/9/10 駅頭での形成報告活動時駐車場代 ¥100 100% ¥100 広報費

63 2018/9/14 名刺代 あげお ¥12,000 50% ¥6,000 事務費

64 2018/9/14 ホームページ更新費 I&Yコンサルティング ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

65 2018/9/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

66 2018/9/26 事務所電話代（2018/8/1～8/31使用分） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

67 2018/9/26 事務所電気代（2018/8/24～9/24使用分 東京電力 ¥3,380 85% ¥2,873 事務費

2018/9/27 事務所賃借料（9月） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/9/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥299,358 ¥249,981計



10月分支出総額
¥389,983

請求金額 ¥357,001

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

68 2018/10/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

69 2018/10/9 井上わたるの配るホームページ第63号ポスティング委託代 SKI ¥166,320 100% ¥166,320 広報費

70 2018/10/9 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,611 90% ¥7,750 事務費

71 2018/10/10 インターネット使用料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

72 2018/10/15 ガソリン代 ENEOS ¥5,165 85% ¥4,390 交通費

73 2018/10/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

74 2018/10/22 事務所電話代（2018/9/1～9/30使用分） NTT東日本 ¥6,613 85% ¥5,621 事務費

75 2018/10/25 駅頭での県政報告活動時駐車場料金 ¥100 100% ¥100 広報費

76 2018/10/29 事務所賃借料（10月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

77 2018/10/29 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

78 2018/10/29 事務所電話機購入費 ヤマダ電機 ¥6,458 85% ¥5,489 事務費

79 2018/10/30 井上わたるの茶話会会場費 本町地域センター ¥810 100% ¥810 広報費

¥389,983 ¥357,001計



11月分支出総額
¥702,948

請求金額 ¥659,353

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

80 2018/11/2 事務所電気代（2018/9/25～10/23使用分） 東京電力 ¥2,867 85% ¥2,437 事務費

81 2018/11/5 井上わたるの配るホームページ第64号新聞折込代 読売IS ¥50,841 100% ¥50,841 広報費

2018/11/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

82 2018/11/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,684 90% ¥7,816 事務費

83 2018/11/7 井上わたるの配るホームページ第64号印刷代 I&Yコンサルティング ¥376,380 100% ¥376,380 広報費

84 2018/11/7 ホームページ更新費 I&Yコンサルティング ¥54,000 80% ¥43,200 広報費

85 2018/11/12 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

86 2018/11/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

87 2018/11/22 電話代（018/10/1～10/31使用分） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

2018/11/27 事務所賃借料（11月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/11/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

88 2018/11/29 ガソリン代 ENEOS ¥4,410 85% ¥3,749 交通費

89 2018/11/30 電気代（2018/10/24～11/25使用分） 東京電力 ¥3,122 85% ¥2,654 事務費

90 2018/11/30 駅頭での県政報告活動時駐車場代 NBパーキング ¥200 100% ¥200 広報費

¥702,948 ¥659,353計



12月分支出総額
¥347,288

請求金額 ¥316,042

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2018/12/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

91 2018/12/6 井上わたるの配るホームページ第64号ポスティング委託代 SKI ¥136,080 100% ¥136,080 広報費

92 2018/12/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,705 90% ¥7,835 事務費

93 2018/12/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

94 2018/12/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

95 2018/12/20 電話代（2018/11/1～11/30使用分） NTT ¥6,597 85% ¥5,607 事務費

2018/12/27 事務所賃借料（12月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2018/12/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥347,288 ¥316,042計



1月分支出総額
¥1,305,961

請求金額 ¥1,234,717

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

96 2019/1/7 車両リース代 ホンダ ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

97 2019/1/7 井上わたるの配るホームページ第65号 読売IS ¥50,463 100% ¥50,463 広報費

98 2019/1/7 井上わたるの配るホームページ第65号印刷代 I&Y ¥392,580 100% ¥392,580 広報費

99 2019/1/7 事務所電気代（11/26～12/24使用分） 東京電力 ¥3,033 85% ¥2,578 事務費

100 2019/1/7 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,611 90% ¥7,750 事務費

101 2019/1/10 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

102 2019/1/13 ガソリン代 ENEOS ¥4,624 85% ¥3,930 交通費

103 2019/1/23 電話代（12/1～12/31使用分） NTT ¥7,085 85% ¥6,022 事務費

104 2019/1/23 井上わたるの配るホームページ第66号おりこみ代 読売IS ¥50,463 94% ¥47,435 広報費

105 2019/1/23 井上わたるの配るホームページ第66号印刷代 朝日製版印刷 ¥591,348 94% ¥555,867 広報費

106 2019/1/28 事務所賃借料（1月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

107 2019/1/28 来客時等駐車場賃借料（1月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

108 2019/1/28 電気代（12/25～1/24使用分） 東京電力 ¥2,928 85% ¥2,489 事務費

¥1,305,961 ¥1,234,717計



2月分支出総額
¥799,538

請求金額 ¥663,725

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2019/2/5 車両リース代 ホンダ ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

109 2019/2/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥8,644 90% ¥7,780 事務費

110 2019/2/12 井上わたるの配るホームページ第65号ポスティング委託代 SKI ¥136,080 100% ¥136,080 広報費

111 2019/2/13 駅頭での県政報告化都度の際の駐車場代 E=PARK ¥300 100% ¥300 広報費

112 2019/2/15 井上わたるの配るホームページ第67号制作代 I&Y ¥383,400 78% ¥299,052 広報費

113 2019/2/15 井上わたるの配るホームページ第67号折込 読売IS ¥50,463 78% ¥39,361 広報費

114 2019/2/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥2,030 80% ¥1,624 事務費

115 2019/2/20 事務所電話代（1/1～1/31使用分） NTT ¥6,821 85% ¥5,798 事務費

2019/2/27 事務所賃借料（2月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/2/27 来客時等駐車場賃借料（２月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

116 2019/2/27 名刺 あげお ¥18,000 50% ¥9,000 事務費

¥799,538 ¥663,725計



3月分支出総額
¥350,127

請求金額 ¥309,615

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

117 2019/3/4 電気代（1/25～2/24使用分） ¥3,637 85% ¥3,091 事務費

118 2019/3/4 井上航の配るホームページ第66号ポスティング委託料 SKI ¥136,080 94% ¥127,915 広報費

2019/3/5 車両リース代 ホンダ ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

119 2019/3/11 ネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

120 2019/3/11 サーバーレンタル代 メディアをーず ¥4,800 80% ¥3,840 広報費

121 2019/3/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,166 85% ¥991 事務費

2019/3/27 事務所賃借料（３月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/3/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

122 2019/3/27 電気代（2/25～3/25使用分） 東京電力 ¥3,005 85% ¥2,554 事務費

123 2019/3/27 電話代（2/1～2/28使用分） NTT ¥6,613 85% ¥5,621 事務費

¥350,127 ¥309,615

68号については政務活動費支給額を大幅に超えるため、計上せず。

計


