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平成25年4月1日 政務活動員社会保険料２月分３人分 132,719 人件費

平成25年4月1日 インターネット代２月分（控室） 3,815 事務費

平成25年4月1日 市民アンケート受取人払代金支払 3,080 広聴費

平成25年4月1日

月刊「日本とユーラシア」誌代・郵送料（2013年４月

～2014年３月）

5,640 資料購入費

平成25年4月2日 市民アンケート受取人払代金支払 420 広聴費

平成25年4月2日

冊子”SIGHT”2013spring(原発推進、憲法改正、バ

ラマキ予算）

780 資料購入費

平成25年4月3日 市民アンケート受取人払代金支払 840 広聴費

平成25年4月3日 コピー機リース料３月分（控室） 30,240 事務費

平成25年4月4日 市民アンケート受取人払代金支払 700 広聴費

平成25年4月4日 青葉区事務所家賃４月分 45,750 事務所費

平成25年4月5日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年4月6日 タウンニュース3/28戸塚区版意見掲載料 121,800 広報費

平成25年4月8日 市民アンケート受取人払代金支払 1,400 広聴費

平成25年4月8日 港北区事務所家賃４月分 50,000 事務所費

平成25年4月10日 政務活動費４月分 2,750,000

平成25年4月10日 市民アンケート受取人払代金支払 560 広聴費

平成25年4月10日 政務活動員人件費４月分２人分 673,370 人件費

平成25年4月10日 政務活動員人件費４月分１人分 273,291 人件費

平成25年4月10日 FAX代３月分（控室） 2,985 事務費

平成25年4月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル2013年４月号製作費 70,000 広報費

平成25年4月11日 書籍「自治と分権№51」 1,050 資料購入費

平成25年4月11日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年4月12日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年4月13日 市会報告作成費（印刷代） 500 資料作成費

平成25年4月15日 市会情報紙「ほっとライン」FAX送信費３月分 15,302 広報費

平成25年4月15日 市民アンケート受取人代金支払 770 広聴費

平成25年4月15日 ガス料金４月分（岩崎ひろし事務所） 3,270 事務所費

平成25年4月16日 文具（封筒） 210 事務費

平成25年4月16日 鶴見区事務所家賃5月分 50,000 事務所費

平成25年4月17日 電話料金3月分（青葉区事務所） 4,188 事務費

平成25年4月17日 市民アンケート受取人払代金支払 630 広聴費

平成25年4月18日 市民アンケート受取人払代金支払 490 広聴費

平成25年4月18日 「こんには岩崎ひろしです」3/27号・4/10号印刷代 52,200 広報費

平成25年4月19日 市民アンケート受取人払代金支払 280 広聴費

平成25年4月22日 市民アンケート受取人払代金支払 490 広聴費

平成25年4月23日 東京新聞４月分 2,900 資料購入費

平成25年4月24日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年4月24日 朝日新聞セット４月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年4月24日 神奈川新聞４月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表
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平成25年4月25日

ICTの活用による議会改革議員活動のポイント講座

参加料

21,000 研修費

平成25年4月25日 市民アンケート受取人払い代金支払 140 広聴費

平成25年4月25日 電話料金４月分（議員団事務所） 9,683 事務費

平成25年4月25日 インターネット代３月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年4月25日 電気料金４月分（議員団事務所） 11,859 事務所費

平成25年4月25日 議員団事務所家賃５月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年4月26日 南区事務所家賃４月分 50,000 事務所費

平成25年4月26日 書籍代「自然エネルギー革命をはじめよう」購入費 1,890 資料購入費

平成25年4月26日 朝日新聞４月分 3,720 資料購入費

平成25年4月26日 市民アンケート受取人払代金 210 広聴費

平成25年4月26日 日本経済新聞セット・毎日新聞・神奈川新聞４月分 11,204 資料購入費

平成25年4月30日 インターネット代３月分（控室） 3,740 事務費

平成25年4月30日 市民アンケート受取人代金支払 420 広聴費

平成25年4月30日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・前衛・前衛臨時増刊号・議会と自治体・経

済

7,950 資料購入費

平成25年4月30日 社会保険料３月分３人分 132,719 人件費

平成25年5月1日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年5月1日 南区アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月2日 市民アンケート受取人払代金支払 350 広聴費

平成25年5月2日 調査交通費大貫憲夫４月分 7,100 調査研究費

平成25年5月2日 宿泊費（がん議連視察費用） 6,980 調査研究費

平成25年5月2日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月7日 コピー機リース料４月分（控室） 30,240 事務費

平成25年5月7日 市民アンケート受取人払代金支払 630 広聴費

平成25年5月7日 港北区事務所家賃５月分 50,000 事務所費

平成25年5月8日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年5月8日 文具（ファイル） 262 事務費

平成25年5月8日 青葉区事務所家賃５月分 45,750 事務所費

平成25年5月8日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月9日 市民アンケート受取人払代金 70 広聴費

平成25年5月9日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月10日 政務活動費５月分 2,750,000

平成25年5月10日 政務活動員人件費５月分２人分 673,370 人件費

平成25年5月10日 政務活動員人件費５月分１人分 80,000 人件費

平成25年5月10日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル５月号製作費 70,000 広報費

平成25年5月10日 調査交通費荒木由美子４月分 8,880 調査研究費

平成25年5月10日 調査交通費岩崎ひろし４月分 4,980 調査研究費

平成25年5月10日 調査交通費白井正子４月分 9,220 調査研究費

平成25年5月10日 FAX代４月分（控室） 2,985 事務費

平成25年5月10日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費
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平成25年5月13日 鶴見区事務所家賃６月分 50,000 事務所費

平成25年5月13日 市民アンケート受取人払代金支払 280 広聴費

平成25年5月13日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月14日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年5月14日 横浜市政新聞（2013年春季号）市民の方へ送付 28,026 広報費

平成25年5月14日 電気料金４月分（岩崎ひろし事務所） 4,293 事務所費

平成25年5月14日 電気料金４月分（岩崎ひろし事務所） 2,612 事務所費

平成25年5月14日 ガス料金５月分（岩崎ひろし事務所） 1,999 事務所費

平成25年5月14日 電話料金4月分（岩崎ひろし事務所） 1,410 事務費

平成25年5月14日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月15日 宅急便代（市会報告送付） 3,080 事務費

平成25年5月15日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月16日 電話料金４月分（青葉区事務所） 4,016 事務費

平成25年5月16日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月16日 「こんにちは岩崎ひろしです」4/24・5/8号印刷代 52,200 広報費

平成25年5月17日 調査交通費古谷靖彦4月分 3,280 調査研究費

平成25年5月17日 日中友好新聞代（2013年1月～2013年4月） 2,000 資料購入費

平成25年5月17日

神奈川県生活と健康を守る会新聞・生健誌・郵送

料・振込料（2013年３月～５月）

2,610 資料購入費

平成25年5月17日 社会保障誌代（2013年４月～2014年３月） 5,340 資料購入費

平成25年5月17日 コピー機保守料３月分・振込料（議員団事務所） 8,211 事務費

平成25年5月17日 議員団事務所家賃６月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年5月17日

日刊紙「しんぶん赤旗」・日曜版・新かながわ・前衛・

議会と自治体・経済購入費

7,050 資料購入費

平成25年5月17日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月18日 コピー機保守料４月分・振込料（議員団事務所） 5,670 事務費

平成25年5月19日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ「前衛」「経済」５月分(岩崎ひろし事務所）

6,290 資料購入費

平成25年5月20日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年5月20日

「日本共産党横浜市会議員団横浜市内調査～南本

牧ふ頭、橋、学校校舎」報告書印刷代

3,360 資料作成費

平成25年5月20日 議員サイト年間管理費 100,800 広報費

平成25年5月20日 議員団サイト年間管理費 50,400 広報費

平成25年5月20日 南区民アンケート受取人払代金支払 300 広聴費

平成25年5月21日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月22日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年5月23日 東京新聞５月分朝刊 2,900 資料購入費

平成25年5月24日 南区事務所家賃５月分 50,000 事務所費

平成25年5月25日 インターネット代4月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年5月27日 朝日新聞5月分朝刊 3,720 資料購入費

平成25年5月27日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月27日 神奈川新聞５月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費
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平成25年5月27日 朝日新聞５月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年5月27日 電話料金５月分（岩崎ひろし事務所） 1,572 事務費

平成25年5月27日

水道料金・下水道使用料４～５月（岩崎ひろし事務

所）

1,704 事務所費

平成25年5月27日 電気料金５月分（岩崎ひろし事務所） 2,428 事務所費

平成25年5月27日 電気料金５月分（岩崎ひろし事務所） 4,074 事務所費

平成25年5月27日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞５月分 10,899 資料購入費

平成25年5月27日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月28日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月29日 商工新聞代（平成25年４月～平成26年３月） 6,000 資料購入費

平成25年5月29日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月30日 電話料金５月分（議員団事務所） 10,376 事務費

平成25年5月30日 「機関紙と宣伝」購読料2013年度・振込料 7,040 資料購入費

平成25年5月30日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月30日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年5月31日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年5月31日 社会保険料４月分３人分 132,719 人件費

平成25年5月31日 インターネット代４月分（控室） 3,773 事務費

平成25年5月31日 南区民アンケート受取人払代金支払 200 広聴費

平成25年5月31日 プリンターインク代（議員団事務所） 5,380 事務費

平成25年6月3日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年6月3日 コピー機リース料５月分 . 30,240 事務費

平成25年6月3日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月4日

宅急便代（防災シンポ報告集岩崎ひろし事務所に

送付）

1,060 事務費

平成25年6月4日 書籍“女性自身”（横浜待機児童ゼロ関係記事） 389 資料購入費

平成25年6月5日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年6月5日 青葉区事務所家賃６月分 45,750 事務所費

平成25年6月5日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月6日 市民アンケート受取人払代金支払） 70 広聴費

平成25年6月6日 港北区事務所家賃６月分 50,000 事務所費

平成25年6月7日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年6月7日 文具（ホッチキス・針） 509 事務費

平成25年6月7日 文具（カラーペーパー代） 968 資料作成費

平成25年6月8日 書籍「自然エネルギー革命をはじめよう」 1,890 資料購入費

平成25年6月10日 政務活動費６月分 2,750,000

平成25年6月10日 政務活動員人件費６月分２人分 673,370 人件費

平成25年6月10日 政務活動員人件費６月分１人分 89,573 人件費

平成25年6月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル６月号製作費 70,000 広報費

平成25年6月10日 タウンニュース港北区版2013/5/23（木）号・振込料 133,035 広報費

平成25年6月10日 調査交通費荒木由美子５月分 7,740 調査研究費

平成25年6月10日 調査交通費岩崎ひろし５月分 26,130 調査研究費

平成25年6月10日 調査交通費古谷やすひこ５月分 26,240 調査研究費
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平成25年6月10日 調査交通費白井正子５月分 11,200 調査研究費

平成25年6月10日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年6月10日 FAX代５月分（控室） 2,985 事務費

平成25年6月12日 電気料金５月分（議員団事務所） 11,652 事務所費

平成25年6月12日 調査交通費大貫憲夫５月分 9,940 調査研究費

平成25年6月12日 コピー機保守料５月分・振込料（議員団事務所） 5,670 事務費

平成25年6月13日 鶴見区事務所家賃７月分 50,000 事務所費

平成25年6月13日 市会情報誌「ほっとライン」FAX送信費５月分 10,674 広報費

平成25年6月13日 ガス料金６月分（岩崎ひろし事務所） 1,466 事務所費

平成25年6月13日 5/30戸塚区版タウンニュース掲載料 121,800 広報費

平成25年6月13日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月14日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版新かな

がわ「前衛」「議会と自治体」「経済」６月分

7,050 資料購入費

平成25年6月14日

「月刊憲法運動」購読料2013年５月～2014年３月・

振込料

4,820 資料購入費

平成25年6月15日 電話料金５月分（青葉区事務所） 4,046 事務費

平成25年6月17日 宅急便代（市会報告送付） 480 事務費

平成25年6月17日 電気料金６月分（岩崎ひろし事務所） 3,886 事務所費

平成25年6月17日 電気料金６月分（岩崎ひろし事務所） 2,305 事務所費

平成25年6月17日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・「前衛」「経済」

6,290 資料購入費

平成25年6月18日

浜身連との懇談で横浜ラポールへ（JR横浜駅～JR

新横浜駅）

160 調査研究費

平成25年6月18日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月19日 議員団事務所家賃７月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年6月19日 電気料金６月分（議員団事務所） 10,989 事務所費

平成25年6月20日 「こんにちは岩崎ひろしです」5/22号6/12号印刷代 52,200 広報費

平成25年6月21日

日本子どもを守る会「子どもを守る」購読料2012年５

月～2013年４月分・振込料

2,340 資料購入費

平成25年6月21日 電話料金６月分（議員団事務所） 10,002 事務費

平成25年6月21日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年6月21日 書籍代“新潮45”７月号　（アベノミクス関連記事） 840 資料購入費

平成25年6月22日

書籍「しなやかな仕事術」「日本型雇用の真実」「「共

感する力」

2,394 資料購入費

平成25年6月24日 市民アンケート受取人払代金支払 140 広聴費

平成25年6月24日 東京新聞６月分 2,900 資料購入費

平成25年6月25日

中小企業・地域経済活性化研究会事業委託費の一

部として

300,000 調査研究費

平成25年6月25日 朝日新聞朝刊６月分 3,720 資料購入費

平成25年6月25日 インターネット代５月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年6月25日 神奈川新聞６月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年6月25日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月26日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞6月分 10,899 資料購入費
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平成25年6月26日 コピー用紙代 3,370 事務費

平成25年6月26日 朝日新聞セット６月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年6月26日 南区アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年6月26日 青葉区事務所家賃７月分 45,750 事務所費

平成25年6月27日 書籍「学童保育ハンドブック」「柔道事故」 3,465 資料購入費

平成25年6月28日 南区事務所家賃６月分 50,000 事務所費

平成25年6月28日 人件費期末手当２人分 953,400 人件費

平成25年6月28日 人件費期末手当１人分 120,000 人件費

平成25年6月28日

東海第二原発の廃炉を求める全国交流集会in茨城

交通費（JR川崎～東海）

4,330 研修費

平成25年6月28日

「原発問題全国交流集会in茨城」現地見学会

（6/28）全国交流集会(6/29）参加費・宿泊費・昼食

代

9,000 研修費

平成25年6月29日 研修交通費（JR勝田～川崎） 4,020 研修費

平成25年7月1日 インターネット代５月分（控室） 3,881 事務費

平成25年7月1日 「国民救援会新聞」2013年4.5.6月分購読料・郵送料 1,260 資料購入費

平成25年7月1日

月刊「きょうされんTOMO」購読料2013.4．1～

2014.3．31・振込料

6,120 資料購入費

平成25年7月1日 南区民アンケート受取人払代金支払 100 広聴費

平成25年7月1日 社会保険料５月分３人分 107,364 人件費

平成25年7月2日 横浜市政新聞（13年６月号）印刷代・振込料 220,989 広報費

平成25年7月3日 コピー機リース料６月分 30,240 事務費

平成25年7月3日 書籍「自治と分権」52号 1,050 資料購入費

平成25年7月5日 港北区事務所家賃７月分 50,000 事務所費

平成25年7月8日 市民アンケート受取人払代金支払 210 広聴費

平成25年7月9日 コピー機保守料６月分・振込料（議員団事務所） 5,670 事務費

平成25年7月9日

月刊「住民と自治」購読料（13年７月～13年12月）・

振込料

6,000 資料購入費

平成25年7月9日 文具（板目表紙） 472 事務費

平成25年7月9日 平和運動誌代（13年４月～６月） 930 資料購入費

平成25年7月10日 政務活動費７月分 2,750,000

平成25年7月10日 政務活動員人件費２人分７月分 673,370 人件費

平成25年7月10日 政務活動員人件費１人分７月分 89,573 人件費

平成25年7月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル７月号製作費 70,000 広報費

平成25年7月10日 調査交通費荒木由美子６月分 15,480 調査研究費

平成25年7月10日 調査交通費岩崎ひろし６月分 4,060 調査研究費

平成25年7月10日 労働保険料 75,671 人件費

平成25年7月10日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年7月10日 FAX代６月分（控室） 2,985 事務費

平成25年7月11日 鶴見区事務所家賃８月分 50,000 事務所費

平成25年7月16日

プリンタートナー代（エプソン環境推進トナー

LPB3T23V）

38,928 事務費

平成25年7月16日 市民アンケート受取人払代金 140 広聴費

6



 年月日 年月日 年月日 年月日 摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容） 収  入収  入収  入収  入 支  出支  出支  出支  出 項目項目項目項目

2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表

平成25年7月16日 文具（のり） 1,417 事務費

平成25年7月16日 市会情報誌「ほっとライン」FAX送信費６月分 6,470 広報費

平成25年7月16日 青葉区事務所電話代６月分 4,998 事務費

平成25年7月18日 電気料金７月分（岩崎ひろし事務所） 3,523 事務所費

平成25年7月18日 電気料金７月分（岩崎ひろし事務所） 5,455 事務所費

平成25年7月18日

水道料金・下水道料金６月～７月分（岩崎ひろし事

務所）

2,060 事務所費

平成25年7月18日 ガス料金７月分（岩崎ひろし事務所） 1,377 事務所費

平成25年7月18日 電話料金６月分（岩崎ひろし事務所） 1,737 事務費

平成25年7月18日 「こんにちは岩崎ひろしです」6/26号7/10号印刷代 52,200 広報費

平成25年7月19日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年7月19日 朝日新聞７月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年7月19日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・「前衛」・「経済」購読料７月分（岩崎ひろし事

務所）

6,290 資料購入費

平成25年7月23日 電話料金７月分（議員団事務所） 10,258 事務費

平成25年7月23日 調査交通費白井正子６月分 12,320 調査研究費

平成25年7月23日 電気料金７月分（議員団事務所） 12,736 事務所費

平成25年7月23日

政務活動員　第55回「自治体学校in新潟」全体会・

分科会（安全安心なまちづくり）参加費・振込料

15,525 研修費

平成25年7月23日 事務所家賃８月分（議員団事務所）・振込料 79,380 事務所費

平成25年7月23日

日本経済新聞（朝刊）・毎日新聞・神奈川新聞７月

分

10,899 資料購入費

平成25年7月23日 神奈川新聞７月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年7月24日 文具（クリップボード・スプレーノリ） 3,175 事務費

平成25年7月25日 東京新聞７月分 2,900 資料購入費

平成25年7月25日 インターネット代６月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年7月25日 電話料金７月分（岩崎ひろし事務所） 2,000 事務費

平成25年7月26日

日刊「しんぶん赤旗」日曜版「しんぶん赤旗」新かな

がわ新聞「前衛」「議会と自治体」「経済」７月分

7,050 資料購入費

平成25年7月26日 書籍「社会派建築宣言」購入費 2,850 資料購入費

平成25年7月26日 朝日新聞７月分 3,720 資料購入費

平成25年7月26日 南区事務所家賃７月分 50,000 事務所費

平成25年7月29日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年7月30日 集音マイク 5,220 事務費

平成25年7月31日 社会保険料６月分３人分 107,363 人件費

平成25年7月31日 インターネット代６月分 3,713 事務費

平成25年8月1日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年8月2日 市民アンケート受取人払代金支払 70 広聴費

平成25年8月2日

全国保育団体合同研究集会参加費（白井正子・荒

木由美子）・弁当代

8,000 研修費

平成25年8月2日

市政報告動画用背景・市政報告動画作成費・振込

料

52,920 広報費
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平成25年8月4日 書籍「長友先生国保って何ですか」購入費 1,570 資料購入費

平成25年8月5日 民青新聞（2013年1月～7月） 4,760 資料購入費

平成25年8月5日 コピー機リース料7月分 30,240 事務費

平成25年8月6日 港北区事務所家賃8月分 50,000 事務所費

平成25年8月8日 文具（板目表紙） 945 事務費

平成25年8月8日 コピー用紙代3冊 3,345 資料作成費

平成25年8月9日 政務活動費8月分 2,750,000

平成25年8月9日 青葉区事務所8月分 45,750 事務所費

平成25年8月9日 政務活動員人件費8月分2人分 673,370 人件費

平成25年8月9日 政務活動員人件費8月分1人分 88,213 人件費

平成25年8月9日 調査交通費荒木由美子7月分 11,280 調査研究費

平成25年8月9日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ「前衛」「経済」8月分(岩崎ひろし事務所）

6,290 資料購入費

平成25年8月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル8月号製作費 70,000 広報費

平成25年8月12日

神奈川県生活と健康を守る会新聞（300×3）生健誌

（300×3）　郵送料（230×3）6月～8月分・振込料

2,610 資料購入費

平成25年8月12日 FAX代7月分（控室） 2,985 事務費

平成25年8月12日 ガス料金８月分（岩崎ひろし事務所） 1,276 事務所費

平成25年8月13日 コピー機保守料7月分（議員団事務所）・振込料 5,670 事務費

平成25年8月13日 港北区タウンニュース市会報告掲載料・振込料 133,035 広報費

平成25年8月13日 カラーコピー代 500 資料作成費

平成25年8月14日 鶴見区事務所代9月分 50,000 事務所費

平成25年8月15日 「こんにちは岩崎ひろしです」7/24号8/7号印刷代 52,200 広報費

平成25年8月16日 日中友好新聞購読料・送料（5月～8月） 2,000 資料購入費

平成25年8月16日 調査交通費大貫憲夫6月分 9,940 調査研究費

平成25年8月16日 調査交通費古谷やすひこ6月分 7,380 調査研究費

平成25年8月16日 調査交通費大貫憲夫7月分 5,680 調査研究費

平成25年8月16日 調査交通費古谷やすひこ7月分 4,920 調査研究費

平成25年8月16日 調査交通費岩崎ひろし7月分 4,480 調査研究費

平成25年8月16日 青葉区事務所電話代7月分 6,094 事務費

平成25年8月17日 電気料金８月分（岩崎ひろし事務所） 3,926 事務所費

平成25年8月17日 電気料金８月分（岩崎ひろし事務所） 4,673 事務所費

平成25年8月18日 電話料８月分（岩崎ひろし事務所） 5,389 事務費

平成25年8月20日

「しんぶん赤旗」日刊紙・「しんぶん赤旗」日曜版・新

かながわし新聞・「前衛」・「議会と自治体」・「経済」

7,050 資料購入費

平成25年8月20日 朝日新聞８月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年8月22日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞8月分 10,899 資料購入費

平成25年8月23日 メール便代（保育問題資料送付） 80 事務費

平成25年8月23日 電気料金8月分（議員団事務所） 13,251 事務所費

平成25年8月23日 メール便代（9月7日実施保育シンポのお知らせ） 29,040 広報費

平成25年8月25日 神奈川新聞８月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年8月26日 NHK受信料 6,980 事務費
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平成25年8月26日 インターネット代8月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年8月26日 南区事務所家賃8月分 50,000 事務所費

平成25年8月27日 朝日新聞8月分 3,720 資料購入費

平成25年8月27日 保育シンポジウム会場費・マイク代 15,500 広報費

平成25年8月28日 東京新聞8月分 2,900 資料購入費

平成25年8月28日

新聞折り込み用「横浜保育シンポ」お知らせチラシ

送付

2,120 広報費

平成25年8月29日 保育所施設関連資料情報公開料 270 事務費

平成25年9月2日 インターネット代7月分 3,664 事務費

平成25年9月2日 政務活動員社会保険料7月分・期末手当3人分 256,944 人件費

平成25年9月2日 戸塚区タウンニュース市会報告掲載料7/25号 121,800 広報費

平成25年9月3日 市政報告動画その２、その３、その４作成費・振込料 63,420 広報費

平成25年9月3日 議員団事務所家賃９月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年9月3日 電話代8月分（議員団事務所） 19,153 事務費

平成25年9月3日 コピー機リース料8月分 30,240 事務費

平成25年9月4日 「横浜保育シンポジウム」横断幕作成費 3,000 広報費

平成25年9月4日

新聞折り込み用「横浜保育シンポ」お知らせチラシ

送付

3,720 広報費

平成25年9月6日 港北区事務所家賃9月分 50,000 事務所費

平成25年9月9日

政務活動員太陽光発電について調査活動（世田谷

区役所）

1,400 調査研究費

平成25年9月10日 政務活動費9月分 2,750,000

平成25年9月10日 青葉区事務所家賃9月分 45,750 事務所費

平成25年9月10日 政務活動員人件費9月分2人分 673,370 人件費

平成25年9月10日 政務活動員人件費9月分1人分 89,973 人件費

平成25年9月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル9月号製作費 70,000 広報費

平成25年9月10日 調査交通費荒木由美子8月分 11,720 調査研究費

平成25年9月10日 コピー機保守料8月分・振込料（議員団事務所） 5,670 事務費

平成25年9月10日 FAX代8月分（控室） 2,985 事務費

平成25年9月11日 調査交通費古谷やすひこ8月分 5,740 調査研究費

平成25年9月12日 鶴見区事務所家賃10月分 50,000 事務所費

平成25年9月12日 「こんにちは岩崎ひろしです」8/21号9/4号 22,444 広報費

平成25年9月13日 古谷横浜市議ニュース8・9月号 134,610 広報費

平成25年9月13日 市会情報紙「ほっとライン」FAX送信費8月分 21,171 広報費

平成25年9月13日 書籍「生活再建型滞納整理の実務」 2,200 資料購入費

平成25年9月13日 青葉区事務所電話代8月分 5,282 事務費

平成25年9月17日 調査交通費岩崎ひろし8月分 4,060 調査研究費

平成25年9月17日

切手代（豊岡市会議員団ゴミ焼却施設関係資料送

付代）

270 事務費

平成25年9月18日 インクカートリッジ・30穴ファイル用ポケット・封筒 8,353 事務費

平成25年9月18日 議員団事務所家賃10月分・振込料 79,380 事務所費
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平成25年9月18日

「しんぶん赤旗」日刊紙・日曜版・新かながわ・前衛・

議会と自治体・経済

7,050 資料購入費

平成25年9月19日 日本経済新聞、毎日新聞、神奈川新聞9月分 10,899 資料購入費

平成25年9月19日 横浜問題シンポ参加費 500 研修費

平成25年9月21日 ガス料金9月分 1,060 事務所費

平成25年9月21日 電気料金9月分（岩崎ひろし事務所） 4,780 事務所費

平成25年9月21日 電気料金9月分（岩崎ひろし事務所） 3,899 事務所費

平成25年9月21日 電話料金9月分（岩崎ひろし事務所） 1,801 事務費

平成25年9月23日 神奈川新聞9月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年9月24日 電気料金9月分（議員団事務所） 13,893 事務所費

平成25年9月24日 電話料金9月分（議員団事務所） 10,621 事務費

平成25年9月24日

月刊誌「げんぱつ」購読料（2013年9月～2014年8

月）

3,000 資料購入費

平成25年9月24日 朝日新聞9月分 3,720 資料購入費

平成25年9月25日 東京新聞9月分 2,900 資料購入費

平成25年9月25日 インターネット代8月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年9月25日 南区事務所家賃9月分 50,000 事務所費

平成25年9月25日 朝日新聞セット9月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年9月27日

9/26号鶴見区タウンニュース市会報告掲載料・振込

料

150,780 広報費

平成25年9月27日 調査交通費大貫憲夫8月分 9,940 調査研究費

平成25年9月27日 コピー代（保育問題調査情報公開用） 25,100 調査研究費

平成25年9月30日 文具（クリアーファイル） 1,066 事務費

平成25年9月30日 社会保険料8月分 107,363 人件費

平成25年9月30日 インターネット代8月分 3,748 事務費

平成25年10月1日

瀬上沢調査（上郷開発計画）タクシー代。バス便悪

く、急を要していたためタクシー利用

1,070 調査研究費

平成25年10月1日 コピー代（新市庁舎建設特別委員会資料送付の為） 560 資料作成費

平成25年10月3日 コピー機リース料9月分 30,240 事務費

平成25年10月4日 コピー用紙代 21,829 事務費

平成25年10月4日

メール便代（市民よりの認可保育園の監査方法に

ついて資料送付）

80 事務費

平成25年10月7日 港北区事務所費10月分 50,000 事務所費

平成25年10月7日 メール便代（下水道資料送付） 80 事務費

平成25年10月7日

水道料金・下水道使用料8月9月分（岩崎ひろし事務

所）

2,416 事務所費

平成25年10月7日 戸塚区版市会報告掲載タウンニュース9/26 121,800 広報費

平成25年10月8日 高崎市経済対策視察参加費（政務活動員） 2,000 研修費

平成25年10月9日 コピー機保守料9月分（議員団事務所）・振込料 6,142 事務費

平成25年10月10日 政務活動費10月分 2,750,000

平成25年10月10日 政務活動員人件費10月分2人分 673,370 人件費

平成25年10月10日 政務活動員人件費10月分1人分 90,560 人件費

平成25年10月10日 調査交通費岩崎ひろし9月分 5,800 調査研究費
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平成25年10月10日 青葉区事務所家賃10月分 45,750 事務所費

平成25年10月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル10月号製作費 70,000 広報費

平成25年10月10日 文具（ノート） 2,097 事務費

平成25年10月10日 FAX代9月分（控室） 2,985 事務費

平成25年10月11日 調査交通費9月分荒木由美子 9,900 調査研究費

平成25年10月14日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ「前衛」「経済」（岩崎ひろし事務所）

6,290 資料購入費

平成25年10月14日 青葉区事務所電話代9月分 4,226 事務費

平成25年10月15日

「しんぶん赤旗」日曜版・日刊「しんぶん赤旗」・「新

かながわ」「前衛」「議会と自治体」「経済」10月分

7,050 資料購入費

平成25年10月15日 市会情報誌「ほっとライン」FAX 送信費9月分 8,340 広報費

平成25年10月16日 書籍「自治と分権」53号 1,050 資料購入費

平成25年10月16日 ガス料金10月分（岩崎ひろし事務所） 1,285 事務所費

平成25年10月16日 「日本国債のタブー」（週刊ダイヤモンド10/16） 689 資料購入費

平成25年10月17日 メール便代（連合町内会へ市政報告送付） 1,280 事務費

平成25年10月21日 調査交通費大貫憲夫9月分 18,280 調査研究費

平成25年10月23日 鶴見区事務所家賃11月分 50,000 事務所費

平成25年10月23日 議員団事務所家賃11月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年10月23日 電話料金10月分（議員団事務所） 8,965 事務費

平成25年10月23日 電気料金10月分（議員団事務所） 12,553 事務所費

平成25年10月23日 冊子「平和運動」（2013.7月～9月） 930 資料購入費

平成25年10月24日 電気料金10月分（岩崎ひろし事務所） 4,205 事務所費

平成25年10月24日 電気料金10月分（岩崎ひろし事務所） 2,620 事務所費

平成25年10月24日 書籍「高機能自閉症児を育てる」 770 資料購入費

平成25年10月24日 神奈川新聞10月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年10月25日 東京新聞10月分 2,900 資料購入費

平成25年10月25日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞10月分 10,899 資料購入費

平成25年10月25日 インターネット代9月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年10月25日 朝日新聞セット10月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年10月26日

第9回中小企業のまち民間サミット参加費（26日・27

日）

2,500 研修費

平成25年10月28日

第9回中小企業のまち民間サミット参加交通費

海老名～新宿（小田急）480円

新宿～亀戸（JR)210円

亀戸～小村井（東武）140円

片道830円×2×2日

3,320 研修費

平成25年10月28日 朝日新聞10月分 3,720 資料購入費

平成25年10月28日 プリンターインク代（議員団事務所） 6,430 事務費

平成25年10月28日 南区事務所家賃10月分 50,000 事務所費

平成25年10月29日 戸塚区事務所電話料金10月分 1,857 事務費

平成25年10月31日 社会保険料事業主負担分9月分 108,725 人件費

平成25年10月31日 プリンター保守契約料・振込料 26,670 事務費

平成25年10月31日 インターネット代9月分 3,849 事務費
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平成25年11月1日 婦民新聞購読料（2013年4月～2014年3月）・振込料 6,120 資料購入費

平成25年11月1日 「スポーツの広場」購読料（2013年度10冊分 5,320 資料購入費

平成25年11月1日 東日本大震災福島県視察交通費7人分 116,140 調査研究費

平成25年11月5日

宅急便(古谷議員保育園問題講師の為、依頼先に

資料送付）

850 事務費

平成25年11月5日 調査交通費古谷靖彦9月分 9,700 調査研究費

平成25年11月5日 調査交通費古谷靖彦10月分 3,280 調査研究費

平成25年11月5日 コピー機リース料10月分 30,240 事務費

平成25年11月6日 港北区事務所家賃11月分 50,000 事務所費

平成25年11月6日 コピー機保守料（議員団事務所）10月分・振込料 5,670 事務費

平成25年11月6日 国政要望交通費（参議院議員会館） 1,700 要請・陳情活動費

平成25年11月6日 国政要望交通費（参議院議員会館） 2,020 要請・陳情活動費

平成25年11月6日 国政要望提出交通費（参議院会館） 1,200 要請・陳情活動費

平成25年11月6日 青葉区事務所家賃11月分 45,750 事務所費

平成25年11月6日 国政交渉交通費古谷靖彦 1,320 要請・陳情活動費

平成25年11月8日 政務活動費11月分 2,750,000

平成25年11月8日 政務活動員人件費11月分1人分 89,973 人件費

平成25年11月8日 調査交通費荒木由美子１０月分 12,670 調査研究費

平成25年11月11日 政務活動員人件費11月分2人分 673,370 人件費

平成25年11月11日 大貫のり夫月刊市政ファイル11月号製作費 70,000 広報費

平成25年11月11日 FAX代10月分（控室） 2,985 事務費

平成25年11月12日 国政交渉参加交通費 1,200 要請・陳情活動費

平成25年11月13日

生活と健康を守る会新聞代（300円×3=900）・生健

誌（300円×3）・郵送料（230円×3）、振込料　合計

2,510円

2,610 資料購入費

平成25年11月13日

文具（水性ペン・インクカートリッジ）・コピー機インク

カートリッジ

6,432 事務費

平成25年11月13日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・「前衛」・「議会と自治体」・「経済」11月分

7,950 資料購入費

平成25年11月13日 調査交通費大貫憲夫10月分 12,340 調査研究費

平成25年11月13日 市会情報誌「ほっとライン」FAX送信費10月分 14,578 広報費

平成25年11月13日 調査交通費岩崎ひろし10月分 5,800 調査研究費

平成25年11月14日 鶴見区事務所家賃12月分 50,000 事務所費

平成25年11月14日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・「前衛」「経済」11月分（岩崎ひろし事務所）

7,190 資料購入費

平成25年11月16日 デジカメバッテリーパック 5,520 事務費

平成25年11月16日

2013年港湾シンポジウム横浜港　政務活動員参加

費

3,000 研修費

平成25年11月18日

政務活動員　再生可能エネルギー普及全国ホーラ

ム参加費・交通費・宿泊費他

23,210 研修費

平成25年11月20日

メール便代（石油コンビナート災害を考える学習会

資料）

260 事務費

12



 年月日 年月日 年月日 年月日 摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容）摘　　要（目的・内容） 収  入収  入収  入収  入 支  出支  出支  出支  出 項目項目項目項目

2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表2013年度政務調査費内訳表

平成25年11月21日

福島県原発事故被災地視察用レンターカー代・ガソ

リン代

46,972 調査研究費

平成25年11月21日 福島県被災地視察宿泊費 66,500 調査研究費

平成25年11月22日 南区事務所家賃11月分 50,000 事務所費

平成25年11月22日 東京新聞朝刊11月 2,900 資料購入費

平成25年11月22日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞11月分 10,899 資料購入費

平成25年11月22日 神奈川新聞11月分（岩崎ひろし）事務所 3,100 資料購入費

平成25年11月24日 神奈川自治体学校参加費 1,000 研修費

平成25年11月24日 青葉区事務所電気料10月分 2,194 事務所費

平成25年11月24日 朝日新聞セット11月分 3,925 資料購入費

平成25年11月25日

こんにちは荒木由美子です（区民アンケート結果報

告）作成費・振込料

462,000 広聴費

平成25年11月25日 郵送代（国保資料送付） 140 事務費

平成25年11月25日 インターネット代10月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年11月25日

こんにちは荒木由美子です（区民アンケート結果報

告）作成費振込料

735 広聴費

平成25年11月26日 朝日新聞11月分 3,720 資料購入費

平成25年11月27日 議員団事務所家賃12月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年11月27日 電気料金11月分（岩崎ひろし事務所） 4,673 事務所費

平成25年11月27日 電気料金11月分（岩崎ひろし事務所） 2,685 事務所費

平成25年11月27日

水道料金・下水道使用料10月～11月（岩崎ひろし事

務所）

2,001 事務所費

平成25年11月27日 電話料金11月（岩崎ひろし事務所） 2,349 事務費

平成25年11月29日 住民と自治（２０１４．１～２０１４．６） 6,000 資料購入費

平成25年11月29日 電気料金11月分（議員団事務所） 11,072 事務所費

平成25年11月29日 電話代（議員団事務所11月分） 9,023 事務費

平成25年11月29日 横浜市政新聞印刷代（13年11月号）・振込料 338,688 広報費

平成25年11月29日 コピー用紙代 21,829 事務費

平成25年12月2日 タウンニュース港北区版2013年10月10日掲載料 133,035 広報費

平成25年12月2日 インターネット代10月分 3,722 事務費

平成25年12月2日

社会保険料事業主負担分１０月分(政務活動員3人

分）

108,725 人件費

平成25年12月3日 コピー機リース料11月分 30,240 事務費

平成25年12月4日 戸塚区タウンニュース11/28意見掲載料 121,800 広報費

平成25年12月4日 青葉区事務所家賃12月分 45,750 事務所費

平成25年12月4日 ガス料金11月分（岩崎ひろし事務所） 1,681 事務所費

平成25年12月5日 メール便代（市会報告送付） 160 事務費

平成25年12月5日 宅急便代（市会報告送付3件） 1,920 事務費

平成25年12月6日 日中友好新聞購読料（9月～12月） 2,000 資料購入費

平成25年12月6日 「民青新聞」購読料（2013年8月～11月） 2,720 資料購入費

平成25年12月6日 書籍「地方自治問題解決事例集　福祉編」購入 2,880 資料購入費

平成25年12月6日 港北区事務所家賃12月分 50,000 事務所費

平成25年12月9日 鶴見区事務所家賃1月分 50,000 事務所費
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平成25年12月10日 政務活動費12月分 2,750,000

平成25年12月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル12月号作成費 70,000 広報費

平成25年12月10日 政務活動員人件費2人分12月分 673,370 人件費

平成25年12月10日 政務活動員人件費1人分12月分 86,040 人件費

平成25年12月10日 政務活動員期末手当2人分 1,271,200 人件費

平成25年12月10日 政務活動員期末手当1人分 160,000 人件費

平成25年12月10日 調査交通費岩崎ひろし11月分 4,640 調査研究費

平成25年12月10日 調査交通費荒木由美子11月分 14,360 調査研究費

平成25年12月10日 FAX代11月分（控室） 2,985 事務費

平成25年12月12日 コピー機保守料11月分（議員団事務所）・振込料 5,670 事務費

平成25年12月12日 調査交通費大貫憲夫11月分 8,520 調査研究費

平成25年12月13日 市会情報紙「ほっとライン」FAX送信費11月分 2,048 事務費

平成25年12月14日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ新聞「前衛」「経済」12月分（岩崎ひろし事務

所）

6,290 資料購入費

平成25年12月16日 事務用品（便箋・のり） 3,623 事務費

平成25年12月16日 ガス料金12月分（岩崎ひろし事務所） 4,057 事務所費

平成25年12月17日 南区事務所家賃12月分 50,000 事務所費

平成25年12月17日 青葉区事務所電話料金11月分 6,062 事務費

平成25年12月18日 神奈川新聞12月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成25年12月19日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞12月分 10,899 資料購入費

平成25年12月19日 電気料金12月分（岩崎ひろし事務所） 3,063 事務所費

平成25年12月19日 電気料金12月分（岩崎ひろし事務所） 4,196 事務所費

平成25年12月20日 アジア・アフリカ・ラテンアメリカ2013年購読料 2,520 資料購入費

平成25年12月20日 朝日新聞セット12月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成25年12月20日 平和運動（2013年10月～12月分） 930 資料購入費

平成25年12月21日 書籍「原発ゼロノミクス」他 1,350 資料購入費

平成25年12月24日 朝日新聞12月分 3,720 資料購入費

平成25年12月24日 東京新聞購入費12月分 2,900 資料購入費

平成25年12月25日 電話代12月分（議員団事務所） 8,876 事務費

平成25年12月25日 電気料金12月分(議員団事務所） 11,840 事務費

平成25年12月25日 コピー機トナー代2本 53,550 事務費

平成25年12月25日 文具（インクジェットペーパー） 4,290 事務費

平成25年12月25日 議員団事務所家賃1月分・振込料 79,380 事務所費

平成25年12月25日 インターネット代11月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成25年12月25日

赤旗新聞日刊紙、日曜版、新かながわ、「前衛」、

「議会と自治体」、「経済」

7,050 資料購入費

平成25年12月25日 ステーブル針 5,040 事務費

平成25年12月30日 青葉区事務所家賃1月分 45,750 事務所費

平成26年1月6日 インターネット代12月分 4,363 事務費

平成26年1月6日

社会保険料事業主負担分11月分（政務活動員3人

分）

108,725 人件費

平成26年1月6日 コピー機リース料12月分 30,240 事務費
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平成26年1月6日 港北区事務所家賃1月分 50,000 事務所費

平成26年1月10日 政務活動費1月分 2,750,000

平成26年1月10日 政務活動員人件費1月分2人分 676,570 人件費

平成26年1月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル1月号製作費 70,000 広報費

平成26年1月10日 政務活動員人件費1人分1月分 88,800 人件費

平成26年1月10日 調査交通費大貫憲夫12月分 12,780 調査研究費

平成26年1月10日 調査交通費荒木由美子12月分 10,480 調査研究費

平成26年1月10日

原発事故被災地南相馬市浪江町視察報告書印刷

代

4,800 資料作成費

平成26年1月10日 ＦＡＸ代12月分（控室） 2,985 事務費

平成26年1月13日 電話料金12月分（岩崎ひろし事務所） 1,526 事務費

平成26年1月13日 ガス料金1月分（岩崎ひろし事務所） 5,691 事務所費

平成26年1月14日 鶴見区事務所家賃2月分 50,000 事務所費

平成26年1月14日 個人リーフレット印刷代大貫議員 226,091 広報費

平成26年1月14日 個人リーフレット印刷代白井議員 226,091 広報費

平成26年1月14日 個人リーフレット印刷代　荒木議員 226,091 広報費

平成26年1月14日 個人リーフレット印刷代古谷議員 226,091 広報費

平成26年1月14日 個人リーフレット印刷代岩崎議員 226,091 広報費

平成26年1月14日 市会情報紙「ほっとライン」FAX送信費12月分 6,156 広報費

平成26年1月14日 横浜市政新聞418号・振込料 220,920 広報費

平成26年1月14日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ新聞「前衛」「経済」（岩崎ひろし事務所）

6,290 資料購入費

平成26年1月15日 コピー機保守料12月分（議員団事務所）・振込料 7,880 事務費

平成26年1月17日 書籍「自治と分権54号」代 1,050 資料購入費

平成26年1月17日 メール便代（市会報告送付）2件 160 事務費

平成26年1月17日

宅急便代2件（予算懇談会お知らせチラシ送付）850

円×２件、宅急便代（市会報告送付）640円×１件

2,340 事務費

平成26年1月18日 青葉区事務所電話料金12月分 5,061 事務費

平成26年1月21日 調査交通費岩崎ひろし12月分 5,800 調査研究費

平成26年1月21日 市政報告動画その６作成費 21,000 広報費

平成26年1月21日

赤旗新聞日刊紙・日曜版・新かながわ・「前衛」・「経

済」・「議会と自治体」・経済

7,050 資料購入費

平成26年1月21日 議員団事務所家賃2月分・振込料 79,380 事務所費

平成26年1月21日 電気料金1月分（議員団事務所） 12,127 事務費

平成26年1月21日 電話料金1月分（議員団事務所） 9,128 事務費

平成26年1月21日 市政報告動画その６振込料 210 広報費

平成26年1月21日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞1月分 10,899 資料購入費

平成26年1月22日 文具（ボールペン） 1,011 事務費

平成26年1月22日 朝日新聞1月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成26年1月24日 南区事務所家賃1月分 50,000 事務所費

平成26年1月24日 神奈川新聞1月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成26年1月27日 東京新聞1月分 2,900 資料購入費
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平成26年1月27日 インターネット代（議員団事務所） 2,068 事務費

平成26年1月28日

中小企業地域経済活性化研究事業委託費の一部

として

300,000 調査研究費

平成26年1月28日 市政報告動画（その5）作成代の振込料 210 広報費

平成26年1月29日 市政報告動画その5作成代 21,000 広報費

平成26年1月29日 朝日新聞代1月分 3,720 資料購入費

平成26年1月31日

社会保険料事業主負担分12月分・期末手当分（政

務活動員3人分）

310,747 人件費

平成26年1月31日 宅急便代（予算懇談会お知らせチラシ送付） 2,120 事務費

平成26年1月31日 メール便代（被災地視察報告書送付）3か所 240 事務費

平成26年1月31日 ＦＡＸ代12月分 7,383 事務費

平成26年2月3日 コピー機リース料1月分 30,240 事務費

平成26年2月4日 コピー機保守料1月分・振込料 6,956 事務費

平成26年2月4日 書籍「高﨑市奇跡の給食」代 1,260 資料購入費

平成26年2月5日 港北区事務所家賃2月分 50,000 事務所費

平成26年2月5日 青葉区事務所家賃２月分 45,750 事務所費

平成26年2月6日 コピー用紙代 19,635 事務費

平成26年2月6日 タウンニュース1/30戸塚区版意見掲載料 121,800 広報費

平成26年2月6日 水道料金12月～1月分（岩崎ひろし事務所） 1,882 事務所費

平成26年2月6日 電話料金1月分（岩崎ひろし事務所） 1,563 事務費

平成26年2月6日 電気料金1月分（岩崎ひろし事務所） 4,115 事務所費

平成26年2月6日 電気料金1月分（岩崎ひろし事務所） 5,150 事務所費

平成26年2月7日 コピー代（市政懇談会資料作成費） 9,140 資料作成費

平成26年2月7日 市政懇談会会場費 4,500 広聴費

平成26年2月10日 政務調査費2月分 2,750,000

平成26年2月10日 大貫のりお月刊市政ファイル2月号製作費 70,000 広報費

平成26年2月10日 調査交通費荒木由美子1月分 6,920 調査研究費

平成26年2月10日 調査交通費岩崎ひろし1月分 4,640 調査研究費

平成26年2月10日 政務活動員人件費2月分2人分 676,570 人件費

平成26年2月10日 政務活動員人件費1人分2月分 88,800 人件費

平成26年2月10日 FAX代1月分（控室） 2,985 事務費

平成26年2月12日 2014年度資料代「建設政策」・振込料 10,120 資料購入費

平成26年2月13日 鶴見区事務所家賃3月分 50,000 事務所費

平成26年2月13日 市会情報紙「ほっとライン」ＦＡＸ送信費1月分 3,986 事務費

平成26年2月14日 コピー用紙代（市会報告作成用） 21,829 資料作成費

平成26年2月15日 書籍「エネルギーから経済を考える」 1,575 資料購入費

平成26年2月17日 「教育シンポジウム」案内状メール便代1020件 81,600 広報費

平成26年2月19日 インクカートリッジ 4,690 事務費

平成26年2月19日 議員団事務所家賃3月分 79,380 事務所費

平成26年2月19日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ新聞・「前衛」「議会地自治体」・「経済」

7,050 資料購入費

平成26年2月20日 日本経済新聞・毎日新聞・神奈川新聞2月 10,899 資料購入費
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平成26年2月20日

日刊「しんぶん赤旗・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ新聞・「前衛」・「経済」２月分（岩崎ひろし事務

所）

6,290 資料購入費

平成26年2月21日 メール便代（教育シンポ案内送付） 160 広報費

平成26年2月21日 書籍「大都市における自治の課題と自治体間連携」 1,500 資料購入費

平成26年2月24日 東京新聞朝刊2月分 2,900 資料購入費

平成26年2月24日 朝日新聞セット２月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成26年2月25日 インターネット代1月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成26年2月25日 神奈川新聞２月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成26年2月26日 南区事務所家賃2月分 50,000 事務所費

平成26年2月26日 ＮＨＫ受信料 6,980 事務費

平成26年2月26日 青葉区事務所水道料金・下水道使用料1～2月分 1,491 事務所費

平成26年2月27日 朝日新聞代2月分 3,720 資料購入費

平成26年2月28日 議員団サイト修正作業代・振込料 31,920 広報費

平成26年2月28日 教育シンポお知らせ印刷代・振込料 110,670 広報費

平成26年2月28日

社会保険料事業主負担分1月分（政務活動員3人

分）

108,725 人件費

平成26年2月28日 電気料金2月分（議員団事務所） 12,039 事務所費

平成26年2月28日 電話代2月分（議員団事務所） 9,095 事務費

平成26年2月28日 インターネット代1月分 3,806 事務費

平成26年2月28日 タウンニュース港北区版掲載料2014年1月1日号 186,370 広報費

平成26年3月3日 切手代（教育シンポ案内）51通 4,260 広報費

平成26年3月3日 コピー機リース料２月分 30,240 事務費

平成26年3月4日 メール便代2通（市政資料送付荒木議員） 160 事務費

平成26年3月5日 コピー機（トナー代） 80,325 事務費

平成26年3月5日 青葉区事務所家賃3月分 45,750 事務所費

平成26年3月6日 ガス料金２月分（岩崎ひろし事務所） 5,202 事務所費

平成26年3月6日 電話料金２月分（岩崎ひろし事務所） 1,563 事務費

平成26年3月6日 電気料金２月分（岩崎ひろし事務所） 4,263 事務所費

平成26年3月6日 電気料金３月分（岩崎ひろし事務所） 5,110 事務所費

平成26年3月7日 コピー機保守料2月分・振込料（議員団事務所） 6,216 事務費

平成26年3月7日 印刷機インク代・マスター代・振込料 82,530 事務費

平成26年3月10日 政務調査活動費3月分 2,750,000

平成26年3月10日 港北区事務所家賃3月分 50,000 事務所費

平成26年3月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル3月号製作費 70,000 広報費

平成26年3月10日 政務活動員人件費3月分2人分 676,570 人件費

平成26年3月10日 政務活動員人件費3月分1人分 88,800 人件費

平成26年3月10日 調査交通費荒木由美子2月分 4,400 調査研究費

平成26年3月10日 調査交通費岩崎ひろし2月分 8,120 調査研究費

平成26年3月10日 ＦＡＸ代2月分（控室） 2,985 事務費

平成26年3月10日

市政報告「こんにちは白井正子です」印刷代(2013

年度分）

102,500 広報費
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平成26年3月11日

生活と健康を守る会新聞代（13年12月～14年2月）・

生健誌（13年12月～14年2月）、振込料

6,050 資料購入費

平成26年3月12日

タウンニュース港北区版市会報告掲載料2014年3月

6日（木）号

149,100 広報費

平成26年3月12日 議員団事務所家賃4月分・振込料 81,630 事務所費

平成26年3月12日 教育シンポ横断幕作成費 4,000 広報費

平成26年3月13日 市会情報紙「ほっとライン」ＦＡＸ代送信費2月分 7,931 事務費

平成26年3月13日

日刊「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗」日曜版新かな

がわ新聞「前衛」「経済」３月分（岩崎ひろし事務所）

6,290 資料購入費

平成26年3月14日 鶴見区事務所家賃3月分 50,000 事務所費

平成26年3月14日 教育シンポ資料印刷費 300 広報費

平成26年3月15日 教育シンポ記録用ＤＶＤ代 650 広報費

平成26年3月16日 教育シンポジウム会場費 12,050 広報費

平成26年3月17日 コピー用紙代 21,829 事務費

平成26年3月17日 メール便代（教育シンポ資料送付） 80 事務費

平成26年3月18日

第38回自治体政策セミナーin東京「民間活力の爆

発で自治体はどうなるか」受講料・弁当代・振込料

11,525 研修費

平成26年3月18日 教育シンポジウムチラシ印刷代・振込料 105,420 広報費

平成26年3月18日 調査交通費大貫憲夫1月分 7,100 調査研究費

平成26年3月18日 調査交通費大貫憲夫2月分 14,200 調査研究費

平成26年3月18日 調査交通費　古谷靖彦　12月分 7,560 調査研究費

平成26年3月18日 調査交通費古谷靖彦１月分 4,200 調査研究費

平成26年3月18日 調査交通費古谷靖彦2月分 6,720 調査研究費

平成26年3月18日 プリンターインクトナー代・マウス2個・電池 53,281 事務費

平成26年3月18日

「区画整理・再開発通信」購読料2014年度分・振込

料

8,520 資料購入費

平成26年3月19日 封筒・修正テープ 987 事務費

平成26年3月19日 横浜市政を考えるシンポジウム資料代 500 研修費

平成26年3月20日 調査交通費古谷靖彦11月分 8,140 調査研究費

平成26年3月20日 電話料金3月分 9,338 事務費

平成26年3月20日

タウンニュース鶴見区版市会報告2014/3/20（木）号

Web掲載料・振込料

205,485 広報費

平成26年3月20日 市政資料郵送代 200 事務費

平成26年3月20日

日本経済新聞（朝刊）毎日新聞（朝刊）神奈川新聞

３月分

10,899 資料購入費

平成26年3月23日 青葉区事務所電話料金2月分 3,405 事務費

平成26年3月24日 電気代3月分（事務所費） 12,902 事務所費

平成26年3月24日

日刊「しんぶん赤旗」・「しんぶん赤旗」日曜版・新か

ながわ・前衛・議会と自治体・経済3月分

7,050 資料購入費

平成26年3月24日 東京新聞朝刊3月分 2,900 資料購入費

平成26年3月24日

教育シンポ講師矢作富男氏資料作成費（コピー用

紙代・マスター代ｂ・インク代）

2,140 広報費

平成26年3月24日 メール便代（予算議会資料送付） 80 事務費
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平成26年3月24日 朝日新聞セット３月分（岩崎ひろし事務所） 3,925 資料購入費

平成26年3月24日

水道料金・下水道料金２～３月分（岩崎ひろし事務

所）

1,289 事務所費

平成26年3月24日 電気料金3月分（岩崎ひろし事務所） 4,446 事務所費

平成26年3月24日 電気料金3月分（岩崎ひろし事務所） 3,684 事務所費

平成26年3月24日 ガス料金3月分（岩崎ひろし事務所） 4,635 事務所費

平成26年3月24日 電話料金3月分（岩崎ひろし事務所） 1,616 事務所費

平成26年3月25日 アンケートカラーチラシ作成費（荒木由美子） 378,000 広聴費

平成26年3月25日 神奈川新聞3月分（岩崎ひろし事務所） 3,100 資料購入費

平成26年3月25日 インターネット代2月分（議員団事務所） 2,068 事務費

平成26年3月25日 市民アンケート作成費 1,354,320 広聴費

平成26年3月25日 市民アンケート返信封筒作成費 1,255,824 広聴費

平成26年3月25日

「横浜市政新聞2014年市民アンケート特集号」作成

費

2,198,531 広聴費

平成26年3月26日 南区事務所家賃3月分 50,000 事務所費

平成26年3月26日 朝日新聞３月分 3,720 資料購入費

平成26年3月28日 タウンニュース3/27戸塚区版意見掲載料 121,800 広報費

平成26年3月28日 タウンニュース鶴見区版2014/3/27号掲載料 191,620 広報費

平成26年3月28日 「地域と人権」全国版（2013年4月～2014年3月） 4,440 資料購入費

平成26年3月31日 横浜市政新聞3.4月分作成費 338,700 広報費

平成26年3月31日 調査交通費白井正子7月分 5,100 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費白井正子8月 12,440 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費9月分 16,500 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費10月分 11,380 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費白井正子11月分 12,500 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費白井正子12月分 13,440 調査研究費

平成26年3月31日 調査交通費白井正子1月分 11,340 調査研究費

平成26年3月31日

社会保険料事業主負担分2月分(政務活動員3人

分）

108,033 人件費

平成26年3月31日 インターネット代2月分 3,740 事務費
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