
 年月日 摘　　要（目的・内容） 収  入 支  出 項目

平成28年4月4日 切手代(印紙代除く)\4,460-\2,000=2,460 2,460 事務費

平成28年4月4日 封筒 583 事務費

平成28年4月4日 青葉区事務所　家賃4月分 45,750 事務所費

平成28年4月4日 コピー機リース代　３月分 31,104 事務費

平成28年4月5日 港北区事務所家賃4月分 42,000 事務所費

平成28年4月5日 神奈川区事務所家賃4月分 50,000 事務所費

平成28年4月5日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　3月分　\179(\2216) 179 事務所費

平成28年4月6日 SMBC（リソウカガク）印刷機リース料（河治民夫事務所） 9,720 事務費

平成28年4月8日 政務活動費4月分 4,950,000

平成28年4月8日 政務活動員給与1名分（含む交通費） 360,680 人件費

平成28年4月8日 政務活動員給与1名分 367,260 人件費

平成28年4月8日 政務活動員給与1名分 258,410 人件費

平成28年4月8日 政務活動員給与1名分4月分 260,050 人件費

平成28年4月9日 討論集会参加資料代　（県政・横浜・川崎・相模原市政の現状と16年度予算を検証する） 500 資料購入費

平成28年4月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル4月号作製費 90,000 広報費

平成28年4月11日 FAX料金3月分（議員控室） 6,514 事務費

平成28年4月12日 鶴見区事務所家賃5月分 50,000 事務所費

平成28年4月13日 政務活動員視察時交通費 494 調査研究費

平成28年4月13日 市会情報紙ホットラインＦＡＸ送信費３月分 17,115 広報費

平成28年4月15日 「自治と分権NO．63」代金 1,080 資料購入費

平成28年4月15日 予算要望書・京都、大阪市外視察　報告書市民団体へ送付 14,450 事務費

平成28年4月16日 「こんにちはかわじ民夫」ニュース印刷費 43,200 広報費

平成28年4月18日 プロパンガス（シノザキショウテン）４月分河治民夫事務所 1,065 事務所費

平成28年4月19日 日中友好新聞　1月～4月 2,000 資料購入費

平成28年4月19日 生健誌・新聞購読料　2015年4月～2016年3月）・振込み料 10,090 資料購入費

平成28年4月19日 青葉区事務所　電気料金3月分　 2,538 事務所費

平成28年4月20日 岩崎ひろし事務所　電気料金4月分 2,552 事務所費

平成28年4月20日 岩崎ひろし事務所　電気料金４月分 4,034 事務所費

平成28年4月20日 岩崎 (戸塚区) 事務所　「こんにちは岩崎 ひろしです」市政報告郵送料\68×9734通分＋受取人払い\97×5通分　\662,397 313,645 事務費

平成28年4月20日 岩崎ひろし事務所　ガス料金4月分 3,146 事務所費

平成28年4月21日 事務用品（キングファイル・インデックス・ノリ） 5,232 事務費

平成28年4月22日 アンケート受取人払代金 103 広聴費

平成28年4月22日 日本経済新聞４月分・毎日新聞４月分 8,036 資料購入費

平成28年4月23日 シンポジウム交通費（川崎～品川～新大阪　カジノ化する日本　全国カジノ賭博設置反対連絡協議会結成２周年記念） 29,320 研修費

平成28年4月25日 東京新聞４月分 2,983 資料購入費

平成28年4月25日 保土ヶ谷区事務所　駐車場代　4月分 7,500 事務所費

平成28年4月25日 保土ヶ谷区事務所　電話代　2月分 5,972 事務費

平成28年4月25日 保土ヶ谷区事務所家賃　4月分　(1ヶ月5万領収書と6ヶ月分の領収書) 25,000 事務所費

平成28年4月25日 SMBC(コニカミノルタ）　河治事務所 5,853 事務費

平成28年4月25日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品費 4月分\1,446(\35,242) 1,446 事務費

平成28年4月26日 港南区事務所家賃4月分 50,000 事務所費

平成28年4月26日 南区事務所家賃４月分 50,000 事務所費

平成28年4月26日 駐車料金\(21,600/10,800)　4月分　河治　民夫事務所　\(1,500/750) 10,800 事務所費

平成28年4月26日 印刷機リース料3月分 50,544 事務費

平成28年4月26日 岩崎　ひろし事務所　朝日新聞4月分 4,037 資料購入費

平成28年4月26日 岩崎ひろし事務所　神奈川新聞4月分 3,189 資料購入費

平成28年4月26日 岩崎ひろし事務所　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」4月分 6,480 資料購入費

平成28年4月27日 NSHCNBLコピー機リース料４月分（河治民夫事務所） 6,480 事務費

平成28年4月27日 電気料金４月分（かわじ民夫事務所） 3,981 事務所費

平成28年4月27日 朝日新聞４月分・神奈川新聞４月分 7,014 資料購入費

平成28年4月27日 電気料金４月分（かわじ民夫事務所） 4,063 事務所費

平成28年4月27日 青葉区事務所　水道料金・下水道使用料4月分 1,533 事務所費

平成28年4月28日 ２０１６年基地調査参加費（古谷やすひこ） 5,000 調査研究費

平成28年4月28日 ２０１６年基地調査参加費（荒木由美子・北谷まり・河治民夫） 15,000 調査研究費



平成28年4月28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」4月分 7,260 資料購入費

平成28年4月30日 保土ヶ谷区事務所ＦＡＸ代　4月分 3,932 事務費

平成28年4月30日 保土ヶ谷区事務所電気代3月分 6,150 事務所費

平成28年5月2日 インターネット代３月分 1,531 事務費

平成28年5月2日 社会保険料3月分事業主負担分 177,053 人件費

平成28年5月2日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　3月分　\6,898(\13,797) 6,898 事務費

平成28年5月4日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金４月分\625(\4,656) 625 事務所費

平成28年5月6日 港北区事務所家賃５月分 42,000 事務所費

平成28年5月6日 神奈川区事務所家賃５月分 50,000 事務所費

平成28年5月6日 コピー機リース料4月分 31,104 事務費

平成28年5月6日 ＳＭＢＣ（リソウカガク）印刷機リース料5月分（河治民夫事務所） 6,480 事務費

平成28年5月6日 青葉区事務所　家賃5月分 45,750 事務所費

平成28年5月6日 青葉区事務所　プロパン代 1,085 事務所費

平成28年5月8日 政務活動費5月分 4,950,000

平成28年5月10日 ”こんにちは白井まさ子です”新聞折込・振込手数料金 154,332 広報費

平成28年5月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル作製費5月分 90,000 広報費

平成28年5月10日 政務活動員人件費交通費1人分　5月分 360,680 人件費

平成28年5月10日 政務活動員人件費・交通費1人分5月分 367,260 人件費

平成28年5月10日 政務活動員人件費・交通費1人分5月分 258,410 人件費

平成28年5月10日 FAX代4月分 6,514 事務費

平成28年5月10日 保土ヶ谷区事務所電話代3月分 5,871 事務費

平成28年5月11日 ノート代金 1,856 事務費

平成28年5月11日 岩崎　ひろし事務所日刊「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 6,480 資料購入費

平成28年5月12日 調査交通費大貫憲夫４月分 5,840 調査研究費

平成28年5月12日 調査交通費４月分岩崎ひろし 2,990 調査研究費

平成28年5月12日 調査交通費４月分あらき由美子 10,192 調査研究費

平成28年5月12日 調査交通費４月分古谷やすひこ 8,774 調査研究費

平成28年5月12日 調査交通費４月分北谷まり 10,589 調査研究費

平成28年5月13日 調査交通費４月分河治民夫 7,676 調査研究費

平成28年5月13日 書籍代「公共施設の再編を問う」 1,296 資料購入費

平成28年5月13日 横浜市政新聞(424号)単価\17.58×部数24,000=421,920 +税(\33753)振込料(\432)　合計\456105 456,105 広報費

平成28年5月13日 タウンニュース港北区版2016/5/5〈木）号市政報告掲載料・振込料 112,536 広報費

平成28年5月14日 鶴見区事務所家賃6月分 50,000 事務所費

平成28年5月17日 調査交通費宇佐美さやか4月分 2,792 調査研究費

平成28年5月17日 調査交通費みわ智恵美4月分 4,836 調査研究費

平成28年5月17日 プロパンガス（シノザキショウテン）5月分（河治民夫事務所） 1,111 事務所費

平成28年5月18日 ドメイン名更新料（16年4月～3月furuya-yasuhiko ,com)振込料 4,590 広報費

平成28年5月18日 第8回生活保護研修会宿泊・交通費2名分 71,600 研修費

平成28年5月18日 書籍「どうなる介護保険総合事業」代 864 資料購入費

平成28年5月20日 平和新聞4月～6月分 930 資料購入費

平成28年5月23日 日本経済新聞5月分・毎日新聞５月分 8,036 資料購入費

平成28年5月23日 ＳＭＢＣ（コニカミノルタ）印刷機リース料5月分（河治　民夫事務所） 7,662 事務費

平成28年5月24日 「社会保障」紙誌代金（2016/9～2,017/3） 2,340 資料購入費

平成28年5月24日 第8回生活保護問題議員研集会参加費（かわじ民夫・古谷靖彦）(15,000×2)・振込料金（756×（30,000/31,800））＝\713 30,713 研修費

平成28年5月24日 ファイル3冊分　\979　￥336×3÷10%×消費税=￥979　　　　　 979 事務費

平成28年5月24日 東京新聞５月分 2,983 資料購入費

平成28年5月24日 岩崎ひろし事務所　神奈川新聞　5月分 3,189 資料購入費

平成28年5月24日 青葉区事務所　電気料金4月分 2,540 事務所費

平成28年5月25日 岩崎　ひろし事務所　電気料金5月分 2,345 事務所費

平成28年5月25日 岩崎　ひろし事務所　電気料金　5月分 4,230 事務所費

平成28年5月25日 岩崎　ひろし事務所　ガス料金5月分 1,478 事務所費

平成28年5月25日 岩崎　ひろし事務所水道料金・下水道料金使用料 2,756 事務所費

平成28年5月26日 南区事務所家賃5月分 50,000 事務所費

平成28年5月26日 港南区事務所家賃5月分 50,000 事務所費

平成28年5月26日 印刷機リース料４月分 50,544 事務費



平成28年5月26日 岩崎　ひろし事務所　朝日新聞5月分 4,037 資料購入費

平成28年5月27日 タウンニュース戸塚区版市政報告２０１６/５/２６（木）号代金 149,040 広報費

平成28年5月27日 朝日新聞・神奈川新聞５月分 7,014 資料購入費

平成28年5月27日 冊子「全国革新懇の３５年の歩み」 1,200 資料購入費

平成28年5月27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」5月分 7,260 資料購入費

平成28年5月27日 ＮＳＨＣＮＢＬコピー機リース料５月分（河治民夫事務所） 6,480 事務費

平成28年5月28日 「こんにちはかわじ民夫」ニュース印刷代5/11号、5/26号各5,000枚 43,200 広報費

平成28年5月28日 駐車場料金　5月分（河治民夫事務所９ 10,800 事務所費

平成28年5月30日 水道料金4～5月分（河治民夫） 1,533 事務所費

平成28年5月30日 電気料金　5月分（河治民夫）事務所 2,627 事務所費

平成28年5月30日 電気料金　5月分（河治民夫） 4,352 事務所費

平成28年5月30日 保土ヶ谷区事務所ＦＡＸ代5月分 4,394 事務費

平成28年5月30日 保土ヶ谷区事務所駐車場代5月分 7,500 事務所費

平成28年5月30日 保土ヶ谷区事務所家賃　5月分 25,000 事務所費

平成28年5月30日 保土ヶ谷区事務所　電気代4月分 4,019 事務所費

平成28年5月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品費5月分\3,216(\15,120) 3,216 事務費

平成28年5月31日 切手代（学校給食・商店リニューアル助成・視察報告書民主団体へ送付） 120 事務費

平成28年5月31日 予算懇談会案内郵送代 410 広聴費

平成28年5月31日 インターネット代　4月分 1,505 事務費

平成28年5月31日 政務活動員社会保険事業主負担分4月分 177,673 人件費

平成28年5月31日 電話代　5月分（河治民夫事務所） 7,355 事務費

平成28年6月1日 青葉区事務所　家賃6月分 45,750 事務所費

平成28年6月3日 コピー用紙代 19,224 事務費

平成28年6月3日 コピー機リース料5月分 31,104 事務費

平成28年6月3日 「住民と自治」（２０１６年４月～９月） 3,480 資料購入費

平成28年6月6日 神奈川区事務所家賃6月分 50,000 事務所費

平成28年6月6日 港北区事務所家賃6月分 42,000 事務所費

平成28年6月6日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (理想科学)印刷機リース料　5月分\7,248　(\34,560) 7,248 事務費

平成28年6月7日 青葉区事務所　プロパン代 1,085 事務所費

平成28年6月9日 タウンニュース港南区版2016/6/9市政報告掲載料 221,400 広報費

平成28年6月10日 「かながわの自治」NO .10　 500 資料購入費

平成28年6月10日 政務活動費6月分 4,950,000

平成28年6月10日 大貫のり夫月刊市政ファイル6月分 90,000 広報費

平成28年6月10日 政務活動員人件費　交通費　6月分 340,680 人件費

平成28年6月10日 政務活動員人件費　交通費　6月分 347,260 人件費

平成28年6月10日 政務活動員人件費　交通費6月分 258,410 人件費

平成28年6月10日 調査交通費岩崎ひろし5月分 4,784 調査研究費

平成28年6月10日 調査交通費大貫憲夫5月分 10,220 調査研究費

平成28年6月10日 調査交通費　河治民夫5月分 5,744 調査研究費

平成28年6月10日 調査交通費　古谷靖彦　5月分 9,504 調査研究費

平成28年6月10日 調査交通費　荒木由美子　5月分 6,342 調査研究費

平成28年6月10日 調査交通費　みわ智恵美　5月分 4,419 調査研究費

平成28年6月10日 政務活動員人件費　交通費5月分 261,590 人件費

平成28年6月10日 FAX代５月分 6,514 事務費

平成28年6月10日 調査交通費北谷まり5月分 14,586 調査研究費

平成28年6月10日 保土ヶ谷区事務所　電話代4月分 6,109 事務費

平成28年6月10日 「基地レポート2016」 1,000 資料購入費

平成28年6月13日 市会情報紙「ホットライン」FAX送信費5月分 3,805 広報費

平成28年6月14日 鶴見区事務所家賃　7月分 50,000 事務所費

平成28年6月14日 月刊「日本とユーラシア」誌代2016.7～2016.9・振込料 3,080 資料購入費

平成28年6月14日 パソコン代金・振込手数料 111,175 事務費

平成28年6月15日 タウンニュース鶴見区版2016/6/9(木)号市政報告掲載料 255,960 広報費

平成28年6月15日 タウンニュース保土ヶ谷区版2016/6/9（木）号市政報告掲載料 186,300 広報費

平成28年6月16日 調査交通費　宇佐美さやか5月分 4,886 調査研究費

平成28年6月17日 プロパンガス（シノザキショウテン）6月分　河治民夫事務所 1,088 事務所費



平成28年6月22日 日本経済新聞(朝刊)・毎日新聞（朝刊）6月分 8,036 資料購入費

平成28年6月22日 岩崎ひろし事務所　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月分 6,480 資料購入費

平成28年6月22日 岩崎ひろし事務所　ガス料金使用料 1,028 事務所費

平成28年6月22日 岩崎ひろし事務所　電気料料金6月分 2,360 事務所費

平成28年6月22日 岩崎　ひろし事務所電気料金6月分 4,075 事務所費

平成28年6月23日 第58回自治体学校　5人参加で二泊の参加費、宿泊費+振込料含む　 191,500 研修費

平成28年6月23日 東京新聞朝刊6月分 2,983 資料購入費

平成28年6月23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」6月分 7,260 資料購入費

平成28年6月23日 ＳＭＢＣ（コニカミノルタ）印刷機リース料6月分　かわじ事務所分 7,722 事務費

平成28年6月23日 青葉区事務所　電気料金5月分 2,992 事務所費

平成28年6月23日 大貫 (青葉区) 事務所　水道料金　6月分　\173(\3,134) 173 事務所費

平成28年6月24日 青年向けの市政報告リーフ(荒木　由美子)・振込み料 324,756 広報費

平成28年6月27日 南区事務所家賃6月分 50,000 事務所費

平成28年6月27日 港南区事務所家賃6月分 50,000 事務所費

平成28年6月27日 印刷機リース料5月分 50,544 事務費

平成28年6月27日 岩崎ひろし事務所　朝日新聞6月分 4,037 資料購入費

平成28年6月27日 岩崎ひろし事務所　神奈川新聞6月分 3,189 資料購入費

平成28年6月27日 ＮＳＨＣＮＢＬコピー機リース料6月分　　河治民夫事務所 6,480 事務費

平成28年6月27日 青葉区事務所　家賃7月分 45,750 事務所費

平成28年6月28日 駐車料金6月分　河治民夫事務所 10,800 事務所費

平成28年6月28日 電気料金6月分　河治民夫事務所 4,113 事務所費

平成28年6月28日 電気料金　6月分　河治民夫事務所 2,564 事務所費

平成28年6月28日 保土ヶ谷区事務所　電気代5月分 4,550 事務所費

平成28年6月28日 保土ヶ谷区事務所　ＦＡＸ代6月分 4,606 事務費

平成28年6月28日 「こんにちはかわじ民夫です」ニュース印刷代6/8号5,000枚 21,600 広報費

平成28年6月29日 保土ヶ谷区事務所　駐車場代6月分 7,500 事務所費

平成28年6月29日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 6月分 \50,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年6月29日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品6月分\2,235(\48,197) 2,235 事務費

平成28年6月30日 朝日新聞・神奈川新聞6月分 7,014 資料購入費

平成28年6月30日 政務活動員社会保険事業主負担５月分3人分　\280,068(請求額)-139,053(個人負担分)=\141,015(事業主負担分) 141,015 人件費

平成28年6月30日 政務活動員人件費期末手当4人分 1,521,250 人件費

平成28年6月30日 インターネット代5月分 1,502 事務費

平成28年6月30日 電話料金6月分　河治民夫事務所 9,235 事務費

平成28年7月1日 第58回自治体学校参加交通費(新横浜～新神戸往復）5人分 149,700 研修費

平成28年7月4日 コピー機リース6月分 31,104 事務費

平成28年7月5日 書籍「自治と分権ＮＯ．64」 1,080 資料購入費

平成28年7月5日 子どもの貧困対策セミナー交通費(７/４於弁護士会館） 1,091 研修費

平成28年7月5日 文具（消せるボールペン） 291 事務費

平成28年7月5日 横浜市政新聞(425号)単価\10.28×部数30,100=\309,575＋税(\24,766)　合計\334,341＋振込料\432(別紙振込用紙参照) 334,341 広報費

平成28年7月5日 パソコンセットアップ作業料 
別紙振込は市政新聞代\334,341+パソコンセットアップ代\10,800の合計額\345,141+振込料\432のもの

10,800 事務費

平成28年7月5日 市政新聞№425号代金とパソコンセットアップの合計金額\345,141の 振込料として\432 432 広報費

平成28年7月6日 港北区事務所家賃7月分 42,000 事務所費

平成28年7月6日 神奈川区事務所家賃７月分 50,000 事務所費

平成28年7月7日 タウンニュース港北区版2016/7/７/(木）号市政報告掲載料・振込み料 112,536 広報費

平成28年7月7日 政務活動員の労働保険料2016年度分 149,184 人件費

平成28年7月8日 政務活動員給与1名分　7月分 340,680 人件費

平成28年7月8日 政務活動費7月分 4,950,000

平成28年7月8日 政務活動員給与1名分　7月分 347,260 人件費

平成28年7月8日 政務活動員給与　1名分　6月分 264,092 人件費

平成28年7月8日 政務活動員給与　1名分7月分 248,000 人件費

平成28年7月8日 調査交通費　河治民夫　6月分 2,154 調査研究費

平成28年7月8日 調査交通費　荒木由美子　6月分 3,108 調査研究費

平成28年7月8日 調査交通費　古谷やすひこ 4,822 調査研究費

平成28年7月8日 調査交通費　北谷まり　6月分 3,178 調査研究費

平成28年7月10日 大貫　憲夫　月刊市政ファイル　7月号分　(作成費)　\90,000 90,000 広報費



平成28年7月11日 FAX代6月分 6,514 事務費

平成28年7月12日 政務活動員給与　1名分7月分 258,410 人件費

平成28年7月12日 月間きょうされんTOMO購読料2016年度・振込み料 3,080 資料購入費

平成28年7月13日 市会情報紙「ホットライン」FAX送信費6月分 1,895 広報費

平成28年7月14日 鶴見区事務所家賃　8月分 50,000 事務所費

平成28年7月19日 調査交通費　宇佐美さやか6月分 2,094 調査研究費

平成28年7月19日 古谷やすひこ　壁新聞作成費・振込み料 88,506 広報費

平成28年7月19日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　6月分　\585(\2,130) 585 事務所費

平成28年7月20日 調査交通費　大貫　憲夫　6月分 5,840 調査研究費

平成28年7月20日 調査交通費　みわ　智恵美　6月分 1,422 調査研究費

平成28年7月21日 タウンニュース港南区版2016・7/21市政報告掲載料・振込み料 173,556 広報費

平成28年7月21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」7月分 7,260 資料購入費

平成28年7月21日 日本経済新聞朝刊、毎日新聞朝刊　7月分　 8,036 資料購入費

平成28年7月21日 電気料金7月分　岩崎ひろし事務所 4,421 事務所費

平成28年7月21日 ガス料金7月分　岩崎ひろし事務所 892 事務所費

平成28年7月21日 電気料金7月分　岩崎ひろし事務所 2,891 事務所費

平成28年7月21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」7月分　（岩崎ひろし事務所） 6,480 資料購入費

平成28年7月21日 水道料金・下水道料金　6月～7月分岩崎ひろし事務所 3,079 事務所費

平成28年7月22日 文具（ノート・のり） 2,216 事務費

平成28年7月22日 東京新聞朝刊　7月分 2,983 資料購入費

平成28年7月23日 青葉区事務所　電気料金６月分 2,929 事務所費

平成28年7月23日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　6月分　\1,321(\5,435) 1,321 事務所費

平成28年7月25日 電話料金　７月分　北谷　まり事務所\5,927(\13,056) 5,927 事務費

平成28年7月25日 ＳＭＢＣ（コニカミノルタ）印刷機リース料7月分　河治民夫事務所 8,145 事務費

平成28年7月25日 電気代　７月分　北谷　まり事務所 6,121 事務所費

平成28年7月26日 南区事務所家賃7月分 50,000 事務所費

平成28年7月26日 港南区事務所家賃　7月分 50,000 事務所費

平成28年7月26日 「民青新聞」購読料（2016年1月～7月分） 4,760 資料購入費

平成28年7月26日 印刷機リース料6月分 50,544 事務費

平成28年7月26日 タクシー代（労働局へ申し入れ。時間が無かったためタクシー利用） 730 要請・陳情活動費

平成28年7月26日 市政懇談会お知らせチラシ送付（2件） 2,176 広聴費

平成28年7月27日 朝日新聞朝刊、神奈川新聞　7月分 7,014 資料購入費

平成28年7月27日 目隠しテープ 8,406 事務費

平成28年7月27日 ＮＳＨＣＮＢＬ（コピー機リース料）7月分　河治民夫事務所 6,480 事務費

平成28年7月27日 神奈川新聞　7月分　岩崎ひろし事務所 3,189 資料購入費

平成28年7月27日 朝日新聞セット　7月分　岩崎ひろし事務所 4,037 資料購入費

平成28年7月28日 電気料金7月分　河治　民夫事務所 5,720 事務所費

平成28年7月28日 電気料金7月分　河治民夫事務所 3,833 事務所費

平成28年7月28日 駐車料金　7月分　河治民夫事務所 10,800 事務所費

平成28年7月28日 タウンニュース戸塚区版2016年7月28日（木）号市政報告掲載料 149,040 広報費

平成28年7月29日 水道料金　６月～７月分　河治　民夫事務所 1,533 事務所費

平成28年7月30日 「こんにちは　かわじ民夫です」ニュース印刷代7/20、8/3号 43,200 広報費

平成28年7月30日 駐車場代７月分　北谷　まり事務所 7,500 事務所費

平成28年7月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 7月分 \50,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年7月30日 ＦＡＸ料金　７月分　北谷　まり事務所 5,452 事務費

平成28年8月1日 政務活動員社会保険料事業主負担6月分 177,673 人件費

平成28年8月1日 インターネットプロバイダー代　６月分 1,657 事務費

平成28年8月1日 事務所賃貸料　青葉区事務所　8月分　 45,750 事務所費

平成28年8月1日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　7月分\12,154　(\24,308) 12,154 事務費

平成28年8月2日 岩崎ひろし議員　戸塚区議団（北海道視察費用） 69,240 調査研究費

平成28年8月2日 調査交通費　岩崎ひろし６月分 2,990 調査研究費

平成28年8月2日 予算要望懇談会チラシ単価\3.25×部数23,000=\74,740＋税(\5,979)＋振込料(\432)　合計\81,151 81,151 広報費

平成28年8月2日 コピー用紙代 7,689 事務費

平成28年8月3日 自治体における保育行政の課題　東京・議員セミナー参加費 12,000 研修費

平成28年8月3日 コピー機リース料7月分 31,104 事務費



平成28年8月3日 港北区事務所家賃　８月分 42,000 事務所費

平成28年8月3日 神奈川区事務所家賃　8月分 50,000 事務所費

平成28年8月8日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (理想科学)印刷機リース料　7月分\13,761　(\76,680) 13,761 事務費

平成28年8月9日 夏の自治体議員研修セミナー参加費・振込み料 12,432 研修費

平成28年8月10日 政務活動費8月分 4,950,000

平成28年8月10日 ＦＡＸ代　7月分 6,514 事務費

平成28年8月10日 政務活動員給与　8月分1人分 258,410 人件費

平成28年8月10日 ガス料金　8月分　岩崎ひろし事務所 843 事務所費

平成28年8月10日 大貫　憲夫　月刊市政ファイル　8月号分　(作成費)　\90,000 90,000 広報費

平成28年8月13日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　９月分 50,000 事務所費

平成28年8月16日 政務活動員給与　8月分1人分 340,680 人件費

平成28年8月16日 政務活動員給与　8月分1人分 347,260 人件費

平成28年8月16日 政務活動員給与　8月分1人分 260,684 人件費

平成28年8月16日 調査交通費大貫憲夫　7月分 4,380 調査研究費

平成28年8月16日 調査交通費　荒木由美子　7月分 6,342 調査研究費

平成28年8月16日 調査交通費　白井正子　4月分 16,418 調査研究費

平成28年8月16日 調査交通費　白井正子　5月分 17,564 調査研究費

平成28年8月16日 調査交通費　白井正子6月分 5,840 調査研究費

平成28年8月16日 調査交通費　白井正子　7月分 7,008 調査研究費

平成28年8月17日 「スポーツのひろば」購読料　2016年度分・振込み料 3,680 資料購入費

平成28年8月17日 日中友好新聞購読料　5月～8月分 2,000 資料購入費

平成28年8月17日 調査交通費　岩崎ひろし　7月分 3,588 調査研究費

平成28年8月17日 調査交通費　古谷やすひこ7月分 6,048 調査研究費

平成28年8月17日 プロパンガス（シノザキショウテン）8月分　河治民夫事務所 995 事務所費

平成28年8月18日 タウンニュース青葉区版2016年8月18日（木）号・振込み料 171,396 広報費

平成28年8月19日 タウンニュース港北区版2016年8月18日（木）掲載料・振込み料 149,796 広報費

平成28年8月19日 タウンニュース港南区版2016年8月18日（木）号掲載料・振込み料 176,796 広報費

平成28年8月19日 タウンニュース戸塚区版2016年8月18日（木）号 125,280 広報費

平成28年8月19日 ミニバス報告書冊子作成費・振込み料 76,032 広報費

平成28年8月19日 事務室移転に伴う備品購入（平机、サイドキャビネット、事務イス、引違書庫ガラス戸） 185,403 事務費

平成28年8月19日 全国政策研究集会1016年in東京・国立市　政策研究会参加費（荒木　由美子） 10,000 研修費

平成28年8月19日 全国政策研究集会２０１６in東京・国立市　政策研究会参加費（古谷　やすひこ） 10,000 研修費

平成28年8月19日 日本経済新聞・毎日新聞8月分 8,036 資料購入費

平成28年8月22日 駐車料金8月分　河治民夫事務所 10,800 事務所費

平成28年8月23日 調査交通費　河治民夫7月分 3,098 調査研究費

平成28年8月23日 平和運動誌・郵送料（2016年7月～2017年3月） 2,790 資料購入費

平成28年8月23日 タウンニュース旭区版2016年8月25日(木）号市政報告掲載料 176,040 広報費

平成28年8月23日 東京新聞８月分 2,983 資料購入費

平成28年8月23日 SMBC（リソウカガク）　印刷機リース料8月分　河治民夫事務所 9,995 事務費

平成28年8月24日 タウンニュース神奈川区版2016年8月18日（木）号 149,040 広報費

平成28年8月24日 南区事務所家賃　８月分 50,000 事務所費

平成28年8月24日 港南区事務所家賃　８月分 50,000 事務所費

平成28年8月24日 タウンニュース保土ヶ谷区版22016年8月25日（木）号市政報告掲載料 165,240 広報費

平成28年8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　経済　8月分　岩崎ひろし事務所 6,480 資料購入費

平成28年8月24日 電気料金　7月分　青葉区事務所 4,135 事務所費

平成28年8月24日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　7月分　\115(\7,525) 115 事務所費

平成28年8月24日 タウニンュース神奈川区版　2016年8月11日(木)号市政報告掲載 159,840 広報費

平成28年8月25日 ノート 1,720 事務費

平成28年8月25日 神奈川新聞　8月分　岩崎ひろし事務所 3,189 資料購入費

平成28年8月25日 コピー用紙代 9,612 事務費

平成28年8月26日 NHK受信料　28年8月～29年1月 7,190 事務費

平成28年8月26日 印刷機リース料5月分 50,544 事務費

平成28年8月26日 朝日新聞セット　8月分　岩崎ひろし事務所 4,037 資料購入費

平成28年8月27日 保土ヶ谷区市政報告会会議室使用料 1,680 広聴費

平成28年8月27日 書籍「国保都道府県単位化問題」「希望を持って生きる自立支援プログラムから生活困窮者支援へ」「地域子生活応援誌JUNTOS」 3,300 資料購入費



平成28年8月27日 書籍「いのちをつなぐ無料定額診療事業」 2,000 資料購入費

平成28年8月29日 朝日新聞朝刊・神奈川新聞8月分 7,014 資料購入費

平成28年8月29日 NSHCNLリースコピー機リース料8月分　河治民夫事務所 6,480 事務費

平成28年8月29日 電気料金8月分　河治民夫事務所 3,588 事務所費

平成28年8月29日 電気料金8月分　河治民夫事務所 3,631 事務所費

平成28年8月29日 「こんにちはかわじ民夫」ニュース印刷代8/24号5,000枚 21,600 広報費

平成28年8月31日 政務活動員社会保険料事業主負担７月分４人分 177,673 人件費

平成28年8月31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」8月分 7,260 資料購入費

平成28年8月31日 インターネット代７月分 1,422 事務費

平成28年8月31日 電気料金　8月分　岩崎ひろし事務所 3,313 事務所費

平成28年8月31日 電気料金　8月分　岩崎ひろし事務所 3,724 事務所費

平成28年8月31日 電気料　８月分　北谷　まり事務所 9,247 事務所費

平成28年8月31日 駐車場代　８月分　北谷　まり事務所 7,500 事務所費

平成28年8月31日 ＦＡＸ料金　８月分　北谷　まり事務所 7,263 事務費

平成28年8月31日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 8月分 \50,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年8月31日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 9月分 \45,750 45,750 事務所費

平成28年8月31日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　8月分\10,574　(\36,030) 10,574 事務費

平成28年8月31日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品8月分\990(\5,979) 990 事務費

平成28年9月1日 タウンニュース港北区版2016年9月1日（木）号市政報告掲載料 112,536 広報費

平成28年9月1日 調査交通費　みわ智恵美7月分 3,792 調査研究費

平成28年9月2日 調査交通費　宇佐美さやか7月分 3,008 調査研究費

平成28年9月2日 港北区事務所家賃9月分 42,000 事務所費

平成28年9月2日 神奈川区事務所家賃　9月分 50,000 事務所費

平成28年9月5日 コピー機リース料９月分 31,104 事務費

平成28年9月6日 第２３回全国市民オンブズマン大会参加　交通費・宿泊費一泊　(荒木・古谷)　会場　香川県高松市　　￥87,000 87,000 研修費

平成28年9月6日 印刷機インク代50,220+振込料756＝50,976 50,976 事務費

平成28年9月7日 壁新聞代金・振込み料（北谷議員） 152,820 広報費

平成28年9月7日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　8月分　\311(\2,080) 311 事務所費

平成28年9月8日 タウンニュース南区版2016年8月25日号市政報告掲載料 154,440 広報費

平成28年9月9日 政務活動費9月分 4,950,000

平成28年9月9日 政務活動員給与１名分　9月分 340,680 人件費

平成28年9月9日 政務活動員給与1名分　9月分 347,260 人件費

平成28年9月9日 政務活動員給与1名分　9月分 258,410 人件費

平成28年9月9日 政務活動員給与1名分　9月分 258,872 人件費

平成28年9月9日 調査交通費　大貫憲夫8月分 10,220 調査研究費

平成28年9月9日 調査交通費　荒木由美子8月分 16,268 調査研究費

平成28年9月9日 調査交通費　河治民夫　8月分 6,352 調査研究費

平成28年9月9日 調査交通費　宇佐美さやか　8月分 5,966 調査研究費

平成28年9月9日 調査交通費　みわ智恵美8月分 4,960 調査研究費

平成28年9月9日 調査交通費　北谷まり　8月分 9,247 調査研究費

平成28年9月10日 大貫　憲夫　月刊市政ファイル　9月号分　25,000部(作成費)　\90,000 90,000 広報費

平成28年9月12日 ＦＡＸ代・工事費　８月分　工事費用等　別紙添付 15,446 事務費

平成28年9月13日 市会情報紙「ホットライン」FAX送信費8月分 1,867 広報費

平成28年9月13日 岩崎　ひろし事務所　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　９月分 6,480 資料購入費

平成28年9月13日 ランケーブル・マウス 2,283 事務費

平成28年9月14日 調査交通費　岩崎ひろし　8月分 4,784 調査研究費

平成28年9月14日 調査交通費　北谷まり　7月分 6,583 調査研究費

平成28年9月14日 調査交通費　古谷靖彦　8月分 9,614 調査研究費

平成28年9月14日 調査交通費　白井正子　8月分 17,876 調査研究費

平成28年9月14日 ガス料金９月分　岩崎　ひろし事務所 677 事務所費

平成28年9月15日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　10月分 50,000 事務所費

平成28年9月15日 ノート4冊 842 事務費

平成28年9月16日 月間「日本とユーラシア」誌代　22016年10月～2016年12月　振込み料（\80） 3,080 資料購入費

平成28年9月16日 綴じ紐 1,458 事務費

平成28年9月17日 書籍「あらゆる学問は保育につながる」 3,300 資料購入費



平成28年9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　前衛　議会と自治体　経済　9月分 7,260 資料購入費

平成28年9月20日 政務活動員　発達保育実践政策センター公開シンポジウム　参加交通費（海老名～新宿～東大前　（　495円＋195円）×２ 1,378 調査研究費

平成28年9月20日 コピー用紙代 11,728 事務費

平成28年9月20日 プロパンガス（シノザキ商店）　９月分　河治　民夫事務所 1,065 事務所費

平成28年9月20日 駐車場代　９月分　河治　民夫事務所 10,800 事務所費

平成28年9月21日 第38回市町村議会議員研修会in大阪参加費 27,000 研修費

平成28年9月21日 電話料金　9月分　大貫 憲夫 (青葉区)事務所（4429+3449＝7878）\3,939 3,939 事務所費

平成28年9月21日 書籍「人口減少時代の町づくり」 2,587 資料購入費

平成28年9月23日 学習会「横浜の大気汚染と被害者救済」資料代　300円×2名分 600 研修費

平成28年9月23日 交通費（放課後児童クラブ、少人数学級視察時交通費帰り議員３名政務活動員１名　志木～横浜間） 3,372 調査研究費

平成28年9月23日 交通費（埼玉県学童・少人数学級視察時交通費　議員３名　政務活動員１人　大宮～武蔵浦和～北朝霞）　　１人２２０円×４名＝８８０円 880 調査研究費

平成28年9月23日 タクシー代（埼玉県学童・少人数学級視察時交通費　北朝霞駅～志木市役所）予定時間が迫っていたためタクシー利用 1,450 調査研究費

平成28年9月23日 交通費（埼玉県　学童・少人数学級　視察時　政務活動員行き交通費　鶴見～大宮間） 918 調査研究費

平成28年9月23日 ＳＭＢＣ　リソウカガク印刷機リース料９月分　河治　民夫事務所 5,057 事務費

平成28年9月23日 みわ　智恵美　市政報告会会場費 1,250 広聴費

平成28年9月23日 書籍代　介護保険法と自治体の役割　特別養護老人ホーム　各1冊 2,920 資料購入費

平成28年9月24日 地域包括ケア特別講座in東京(行政改革推進協会主催セミナー）参加費・振込み料 15,540 研修費

平成28年9月24日 第23回全国市民オンブズマン全国大会参加費・振込み料（古谷議員・荒木議員） 10,540 研修費

平成28年9月24日 書籍「社会を変えた情報公開」 1,550 資料購入費

平成28年9月26日 南区事務所家賃　９月分 50,000 事務所費

平成28年9月26日 港南区事務所家賃　9月分 50,000 事務所費

平成28年9月26日 印刷機リース料　9月分 50,544 事務費

平成28年9月26日 朝日新聞（朝刊）神奈川新聞　９月分 7,014 資料購入費

平成28年9月26日 岩崎　ひろし事務所　神奈川新聞　９月分 3,189 資料購入費

平成28年9月27日 タウンニュース鶴見区版2016年8月25日号市政報告掲載料・振込み料 176,796 広報費

平成28年9月27日 日本経済新聞（朝刊）・毎日新聞（朝刊）　９月分 8,036 資料購入費

平成28年9月27日 岩崎　ひろし事務所　朝日新聞　９月分 4,037 資料購入費

平成28年9月27日 ＮＳ　ＨＣＮＢＬコピー機リース料　９月分(河治　民夫事務所) 6,480 事務費

平成28年9月28日 東京新聞朝刊9月分 2,983 資料購入費

平成28年9月28日 電気料金９月分　岩崎　ひろし事務所 2,953 事務所費

平成28年9月28日 電気料金９月分　岩崎　ひろし事務所 3,173 事務所費

平成28年9月28日 水道料金９月分　岩崎　ひろし事務所 2,176 事務所費

平成28年9月29日 電気代　９月分　河治　民夫事務所 3,576 事務所費

平成28年9月29日 タウンニュース戸塚区版２０１６年９月２９日（木）号市政報告掲載料 149,040 広報費

平成28年9月29日 電気代９月分　河治　民夫事務所 3,751 事務所費

平成28年9月29日 水道代９月分　河治　民夫事務所 1,533 事務所費

平成28年9月30日 政務活動員（4人分）社会保険料事業主負担分8月・期末手当分 395,910 人件費

平成28年9月30日 インターネット代9月分 1,525 事務費

平成28年9月30日 こんにちはかわじ民夫です　20169/7・21号 43,200 広報費

平成28年9月30日 電話代　９月分　河治　民夫事務所 6,414 事務費

平成28年9月30日 駐車場代　９月分　北谷　まり事務所 7,500 事務所費

平成28年9月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 9月分 \50,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年9月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　FAX料金9月分　\3,889(\7,778) 3,889 事務費

平成28年9月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電話料金7月分　\11,274(\22,548) 11,274 事務費

平成28年9月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電気料金　8月分　\2,337　(\12,585) 2,337 事務費

平成28年9月30日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 10月分 \45,750 45,750 事務所費

平成28年10月3日 コピー機リース料１０月分 31,104 事務費

平成28年10月6日 神奈川区事務所家賃１０月分 50,000 事務所費

平成28年10月6日 港北区事務所家賃１０月分 42,000 事務所費

平成28年10月6日 理想科学　印刷機リース料　10月分(かわじ事務所) 9,720 事務費

平成28年10月7日 書籍　自治と分権　№65 1,080 資料購入費

平成28年10月7日 政務活動費１０月分 4,950,000

平成28年10月7日 政務活動員給与１０月分１人分 340,680 人件費

平成28年10月7日 政務活動員給与１０月分１人分 347,260 人件費

平成28年10月7日 政務活動員給与１０月分１人分 258,410 人件費



平成28年10月7日 政務活動員給与１０月分１人分 256,658 人件費

平成28年10月7日 タウンニュース戸塚区版10/6号（木）市政報告 149,040 広報費

平成28年10月7日 調査交通費あらき由美子９月分 17,991 調査研究費

平成28年10月7日 調査交通費ふるや靖彦９月分 15,744 調査研究費

平成28年10月7日 調査交通費岩崎ひろし９月分 7,774 調査研究費

平成28年10月7日 調査交通費大貫憲夫９月分 16,060 調査研究費

平成28年10月7日 調査交通費　みわ　智恵美　９月分 9,389 調査研究費

平成28年10月7日 政務活動員給与１０月分１人分 263,402 人件費

平成28年10月7日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　9月分　\203(\1,989) 203 事務所費

平成28年10月11日 熊本県への視察11/14～16　交通費・宿泊費（議員８名、政務活動員３名計１１名分）　見積書に人数等が記載のため添付　￥585,950 585,950 調査研究費

平成28年10月11日 調査交通費　河治民夫　９月分 10,770 調査研究費

平成28年10月11日 ＦＡＸ料金９月分 3,070 事務費

平成28年10月12日 印刷機　インク代（シアン）・振込料 54,756 事務費

平成28年10月12日 調査交通費　宇佐美　さやか９月分 7,678 調査研究費

平成28年10月12日 フラットファイルＡ4　５０冊 4,171 事務費

平成28年10月12日 調査交通費　北谷　まり　９月分 13,309 調査研究費

平成28年10月13日 市会情報紙ホットラインＦＡＸ送信　９月分 5,672 広報費

平成28年10月14日 消耗品費（ゴム印） 1,004 事務費

平成28年10月14日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　11月分 50,000 事務所費

平成28年10月15日 こんにちは　みわ智恵美　作成料　Ａ4両面　14000枚 38,325 広報費

平成28年10月17日 プロパンガス代　１０月分　河治　民夫事務所 972 事務所費

平成28年10月18日 タウンニュース南区掲載料　2016.10/13号　 159,840 広報費

平成28年10月18日 出金伝票後期用ファイル、ボールペン・替芯、指サック 2,538 事務費

平成28年10月18日 書籍代　「生活保護手帳」「別冊問答集」 5,070 資料購入費

平成28年10月19日 原水協通信　購読料2016.1月～12月分・振込料 2,720 資料購入費

平成28年10月19日 国民救援会新聞代7月から9月分300×3ヶ月　　　 900 資料購入費

平成28年10月20日 日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①10月分岩崎 ひろし事務所 6,480 資料購入費

平成28年10月21日 タウンニュース神奈川区版２０１６年１０月２０日号市政報告掲載料 159,840 広報費

平成28年10月21日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　10月分　議員団分 8,036 資料購入費

平成28年10月22日 電気料金　10月分大貫 憲夫事務所 2,446 事務所費

平成28年10月24日 東京新聞　10月分　議員団分 2,983 資料購入費

平成28年10月24日 コニカミノルタリース料　１０月分河治　民夫事務所 6,854 事務費

平成28年10月25日 事務所賃貸料　南区事務所　10月分 50,000 事務所費

平成28年10月25日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　10月分　議員団分 7,014 資料購入費

平成28年10月26日 印刷機　リース料　１０月分 50,544 事務費

平成28年10月26日 書籍代「貧困と保育」 2,370 資料購入費

平成28年10月27日 事務所賃貸料　港南区事務所　10月分 50,000 事務所費

平成28年10月27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　１０月分 7,260 資料購入費

平成28年10月27日 ゴム印作成代　　新項目３点分 7,873 事務費

平成28年10月27日 電気料金(従量電灯) 10月分 かわじ 民夫事務所 3,922 事務所費

平成28年10月27日 電気料金(低圧電力) 10月分 かわじ 民夫事務所 2,731 事務所費

平成28年10月27日 リコー機リース料　１０月分河治　民夫事務所 6,480 事務費

平成28年10月27日 上下水道料金　10月分　大貫 憲夫事務所 1,601 事務所費

平成28年10月27日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 11月分 \45,750 45,750 事務所費

平成28年10月28日 駐車場代　10月分河治　民夫事務所 10,800 事務所費

平成28年10月30日 印刷代「こんにちは河治　民夫」（10/5　10/19号）各5000枚 43,200 広報費

平成28年10月30日 電気料金　10月分北谷 まり事務所 6,478 事務所費

平成28年10月30日 電話料金　10月分北谷 まり事務所 6,024 事務費

平成28年10月30日 FAX通信料 10月分北谷 まり事務所 3,794 事務費

平成28年10月30日 駐車場代　10月分北谷 まり事務所　 7,500 事務所費

平成28年10月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品10月分　\1,204(\6,375) 1,204 事務費

平成28年10月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 10月分 \25,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年10月31日 タウンニュース　保土ヶ谷区版（10月13日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 165,996 広報費

平成28年10月31日 タウンニュース　青葉区版（10月13日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 160,596 広報費

平成28年10月31日 タウンニュース　港北区版（10月13日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 149,796 広報費



平成28年10月31日 タウンニュース　旭区版（10月27日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 155,196 広報費

平成28年10月31日 タウンニュース　港南区版（10月13日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 222,156 広報費

平成28年10月31日 タウンニュース　鶴見区版（10月13日号）市政報告掲載料・振込料　小児医療分 171,396 広報費

平成28年10月31日 政務活動員(4人分)　社会保険料　９月分 179,864 人件費

平成28年10月31日 インターネット代金(KDDI) 10月分 1,687 事務費

平成28年10月31日 電話代　１０月分　河治　民夫事務所 6,207 事務費

平成28年11月2日 神奈川新聞代　10月分岩崎 ひろし事務所 3,189 資料購入費

平成28年11月2日 朝日新聞　朝刊　10月分岩崎 ひろし事務所 4,037 資料購入費

平成28年11月2日 ガス料金　10月分　岩崎　ひろし事務所 877 事務所費

平成28年11月2日 電気料金(従量電灯)　10月分　岩崎　ひろし事務所 3,709 事務所費

平成28年11月2日 電気料金(低圧電力)　10月分　岩崎　ひろし事務所 2,512 事務所費

平成28年11月4日 コピー機リース料　10月分 31,104 事務費

平成28年11月7日 タウンニュース　港北区版（11月３日号）市政報告掲載料・振込料 112,536 広報費

平成28年11月7日 第３８回市町村議会議員研修会参加交通費（新横浜～新大阪） 13,290 研修費

平成28年11月7日 事務所賃貸料 白井 まさ子 (港北区)事務所 11月分 \42,000 42,000 事務所費

平成28年11月7日 事務所賃貸料　神奈川区事務所　11月分 50,000 事務所費

平成28年11月7日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (理想科学)印刷機リース料　10月分\9,720　(\19,440) 9,720 事務費

平成28年11月8日 婦人民主クラブ新聞代　2016.4月から2017.3月の1年分振込料 6,080 資料購入費

平成28年11月8日 県商工団体連合会　「中小商工研究」　127-130号　1000×4回　振込料 4,540 資料購入費

平成28年11月8日 第３８回市町村議会議員研修会参加　1名宿泊費　会場大阪市 7,800 研修費

平成28年11月8日 第３８回市町村議会議員研修会　参加交通費（新大阪～新横浜） 13,920 研修費

平成28年11月8日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　10月分　\1,017(\2,035) 1,017 事務所費

平成28年11月9日 タウンニュース　神奈川区版（11月3日号）市政報告掲載料 159,840 広報費

平成28年11月10日 事務所ＦＡＸ代　１０月分 3,070 事務費

平成28年11月10日 政務活動員　人件費・交通費 11月分　一人分 340,680 人件費

平成28年11月10日 政務活動員　人件費・交通費 11月分　一人分 307,990 人件費

平成28年11月10日 政務活動員　人件費・交通費 11月分　一人分 262,496 人件費

平成28年11月10日 調査交通費　10月分大貫　憲夫 8,760 調査研究費

平成28年11月10日 調査交通費　10月分荒木　由美子 8,392 調査研究費

平成28年11月10日 調査交通費　10月分北谷　まり 6,994 調査研究費

平成28年11月10日 調査交通費　10月分河治　民夫 5,744 調査研究費

平成28年11月10日 調査交通費　10月分みわ　智恵美 3,852 調査研究費

平成28年11月10日 政務活動費１１月分 4,950,000

平成28年11月10日 調査交通費　10月分　岩崎　ひろし 4,784 調査研究費

平成28年11月10日 熊本視察３日間貸切バス・運転手代金　\98,040　　当初予約のレンタカー代と相殺　158,760-60,720=98040 98,040 調査研究費

平成28年11月10日 印刷機代 300,000 事務費

平成28年11月11日 政務活動員　人件費・交通費 11月分　一人分 347,260 人件費

平成28年11月11日 政務活動員　人件費・交通費 11月分　一人分 258,410 人件費

平成28年11月13日 FAX送信費　市会情報紙「ホットライン」10月分　日本テレネット 13,113 広報費

平成28年11月15日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　12月分 50,000 事務所費

平成28年11月15日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①11月分 7,400 資料購入費

平成28年11月16日 熊本視察２泊目宿泊代（現地決済のため現金払い）かんぽの宿阿蘇　￥142,960 142,960 調査研究費

平成28年11月17日 コピー用紙代 19,224 事務費

平成28年11月17日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　10月分　\995(\1,991) 995 事務所費

平成28年11月18日 （株）地方議会総合研究所主催セミナー（保育待機児問題と自治体の役割・子どもの貧困問題）・振込み料(あらき・古谷) 25,540 研修費

平成28年11月22日 タウンニュース　港南区版（11月10日号）市政報告掲載料（ｗｅｂ含む）　と振込料　216000+756 216,756 広報費

平成28年11月22日 横浜市政新聞(426号)単価\13.94×部数36,200=\504,795＋税(\40,383)＋振込料(\432)　合計\545,610 545,610 広報費

平成28年11月22日 データーＤＶＤ-Ｒ　1個　アスクル発注分\1,929(\4,793) 1,929 事務費

平成28年11月22日 11/10国政交渉（国会）　　政務活動員　交通費青木・柏木1,296+1,106 2,402 調査研究費

平成28年11月22日 秦野市議会視察　交通費　（政務活動員　柏木） 1,502 調査研究費

平成28年11月22日 熊本視察　羽田までの交通費　政務活動員（柏木） 820 調査研究費

平成28年11月22日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　11月分\8,036 8,036 資料購入費

平成28年11月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電気料金　10月分　\1,861(\3,722) 1,861 事務所費

平成28年11月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　10月分　\1,326(\2,652) 1,326 事務所費

平成28年11月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　10月分　\46(\4,519) 46 事務所費



平成28年11月24日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)　印刷機リース料　10月分\8,437　(\16,875) 8,437 事務費

平成28年11月25日 東京新聞代　11月分　\2983 2,983 資料購入費

平成28年11月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 神奈川新聞代11月分 3,189 資料購入費

平成28年11月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 朝日新聞　11月分 4,037 資料購入費

平成28年11月26日 事務所賃貸料　南区事務所　11月分 50,000 事務所費

平成28年11月26日 事務所賃貸料　港南区事務所　11月分 50,000 事務所費

平成28年11月28日 事務所駐車場代 かわじ 民夫 (旭区)事務所 11月分 \10,800 10,800 事務所費

平成28年11月28日 タウンニュース　戸塚区版（11月24日号）市政報告掲載料・振込料　\149,040＋\756 149,796 広報費

平成28年11月28日 印刷機　リース料　11月分 50,544 事務費

平成28年11月28日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　11月分\7,014 7,014 資料購入費

平成28年11月28日 電気料金　11月分岩崎 ひろし事務所 3,632 事務所費

平成28年11月28日 電気料金　11月分岩崎 ひろし事務所 2,399 事務所費

平成28年11月28日 ガス料金　11月分岩崎 ひろし事務所 1,232 事務所費

平成28年11月28日 上下水道料金　11月分岩崎 ひろし事務所 2,432 事務所費

平成28年11月28日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 12月分 \45,750 45,750 事務所費

平成28年11月28日 河治 (旭区) 事務所　NS HCNBLコピー機リース料　10月分\7,606　(\12,960) 7,606 事務費

平成28年11月29日 河治 (旭区) 事務所　水道料金　10月分　\1,533(\3,066) 1,533 事務所費

平成28年11月29日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　10月分　\3,712(\7,425) 3,712 事務所費

平成28年11月29日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　10月分　\3,388(\6,776) 3,388 事務所費

平成28年11月30日 印刷代「こんにちは河治　民夫」（10/26.11/23号）各5000枚 43,200 広報費

平成28年11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　11月分 7,260 資料購入費

平成28年11月30日 インターネット代金　（ＫＤＤＩ）　１１月分 954 事務費

平成28年11月30日 政務活動員　社会保険料　事業主負担分　10月分５人分　\225,062 225,062 人件費

平成28年11月30日 政務活動員　交通費 11月分　一人分(藤田退職のため)\13,590 13,590 人件費

平成28年11月30日 熊本視察報告会(平沼記念レストハウス　２号室)会場費と振込料　\2400+\80=\2480 2,480 広報費

平成28年11月30日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　11月分\6,782　(\13,565) 6,782 事務費

平成28年11月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 11月分 \25,000(1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年11月30日 事務所駐車料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 11月分 \7,500 7,500 事務所費

平成28年11月30日 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 電気料金　10月分　\3,848　(\7,697) 3,848 事務所費

平成28年11月30日 事務所　電話料金　9月分\5,523　(\11,046) 5,523 事務費

平成28年11月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品11月分　\8,129(\24,569) 8,129 事務費

平成28年12月1日 11/14からの熊本視察　政務員羽田までの交通費　\1,060 1,060 調査研究費

平成28年12月1日 調査交通費　10月分　古谷　靖彦　\6,048 6,048 調査研究費

平成28年12月2日 印刷代「こんにちはうさみさやか」（11月号外×２回分）7550枚と11000枚計18,550枚分と振込料で\208,224＋\432=\208,980 208,980 広報費

平成28年12月2日 「こんにちは　うさみさやか」（１１月号外×２回分）新聞折込料7550枚＋11000枚計18,550枚　と振込料　￥72,122＋￥756=\72,878 72,878 広報費

平成28年12月5日 コピー機リース料　11月分\31,104 31,104 事務費

平成28年12月6日 事務所賃貸料　港北区事務所　12月分　\42,000 42,000 事務所費

平成28年12月7日 神奈川自治体問題研究所　機関紙代　2016.10～2017..3　６ヵ月分　\580×6＝\3480 3,480 資料購入費

平成28年12月7日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　11月分　\674(\2,080) 674 事務所費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　大貫　憲夫\10,320 10,320 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　白井　正子\17,125 17,125 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　10月分　白井　正子\9,798 9,798 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　荒木　由美子\14,663 14,663 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　岩崎　ひろし\3,088 3,088 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　古谷　靖彦\9,482 9,482 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　河治　民夫\9,580 9,580 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　みわ　智恵美\7,646 7,646 調査研究費

平成28年12月9日 調査交通費　11月分　北谷　まり\13,454 13,454 調査研究費

平成28年12月9日 政務活動員　人件費・交通費 12月分　一人分\347,260 347,260 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　人件費・交通費 12月分　一人分\340,680 340,680 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　人件費・交通費 12月分　一人分\258,410 258,410 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　人件費・交通費 12月分　一人分\307,990 307,990 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　冬季期末手当　一人分\673,600 673,600 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　冬季期末手当　一人分\624,800 624,800 人件費

平成28年12月9日 政務活動員　冬季期末手当　一人分\484,600 484,600 人件費



平成28年12月9日 政務活動員　冬季期末手当　一人分\297,600 297,600 人件費

平成28年12月9日 政務活動費　12月分\4,950,000 4,950,000

平成28年12月12日 FAX代　１１月分\3,070 3,070 事務費

平成28年12月13日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　1月分　\50,000 50,000 事務所費

平成28年12月13日 タウンニュース　港南区版（12月８日号）市政報告掲載料　54500部\243,000 243,000 広報費

平成28年12月13日 コピー用紙（カラー）　\8424 8,424 事務費

平成28年12月13日 原水協記録集　購入費\2,500 2,500 資料購入費

平成28年12月14日 事務用レターケース(アスクル)\3,237 3,237 事務費

平成28年12月14日 12/26熊本視察報告会チラシ宅配便代　北東地区と西南地区\1088×2箇所=\2,176 2,176 広報費

平成28年12月15日 商工新聞代１年分　2016.4月～2017.3月　￥6000 6,000 資料購入費

平成28年12月18日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　12月分 6,480 資料購入費

平成28年12月19日 事務所賃貸料　神奈川区事務所　12月分　\50,000 50,000 事務所費

平成28年12月19日 民青新聞１部　2016.8月～12月の5ヶ月分　680×5＝3400円 3,400 資料購入費

平成28年12月19日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　12月分　￥8036 8,036 資料購入費

平成28年12月19日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　11月分　\949　(\1,898) 949 事務所費

平成28年12月20日 東京新聞代　12月分　￥2,983 2,983 資料購入費

平成28年12月20日 大貫 (青葉区) 事務所　水道料金　11月分　\1,533(\3,066) 1,533 事務所費

平成28年12月21日 12/26熊本視察報告会　チラシ単価\3.55×部数21,200=\75,250＋税(\6,020)＋振込料(\432)　合計\81,702 81,702 広報費

平成28年12月21日 神奈川県 アジア・アフリカ・ラテンアメリカ 連帯委員会　機関紙代　2016.1月～12月　1年分　212×12＝\2544 2,544 資料購入費

平成28年12月21日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　12月分　\7,014 7,014 資料購入費

平成28年12月22日 タウンニュース　保土ヶ谷区版（12月15日号）市政報告掲載料　\186,300 186,300 広報費

平成28年12月22日 12/26熊本視察報告会　会場横断幕作成費　\3,000 3,000 広報費

平成28年12月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電気料金　11月分　\2,043(\4,087) 2,043 事務所費

平成28年12月24日 電気料金　12月分岩崎 ひろし事務所 3,780 事務所費

平成28年12月24日 電気料金　12月分岩崎 ひろし事務所 3,001 事務所費

平成28年12月24日 ガス料金　12月分岩崎 ひろし事務所 2,924 事務所費

平成28年12月25日 事務所賃貸料　南区事務所　12月分 50,000 事務所費

平成28年12月25日 事務所賃貸料　港南区事務所　12月分 50,000 事務所費

平成28年12月25日 事務所駐車場代 かわじ 民夫 (旭区)事務所 12月分 \10,800 10,800 事務所費

平成28年12月25日 印刷代「こんにちは河治　民夫」（12/7　12/21号）各5,000枚　\43,200 43,200 広報費

平成28年12月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 神奈川新聞12月分 3,189 資料購入費

平成28年12月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所朝日新聞　12月分 4,037 資料購入費

平成28年12月26日 　印刷機　リース料　12月分　\50544 50,544 事務費

平成28年12月26日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)　印刷機リース料　11月分\12,668　(\25,336) 12,668 事務費

平成28年12月27日 古谷　靖彦レンタルサーバー代　25920円の按分1/2　\12960 12,960 広報費

平成28年12月27日 熊本視察報告書　郵送料（熊本へ）　\360 360 広報費

平成28年12月27日 河治 (旭区) 事務所　NS HCNBLコピー機リース料　11月分\6,480　(\12,960) 6,480 事務費

平成28年12月28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　12月分　\7260 7,260 資料購入費

平成28年12月28日 市政報告を市民に郵送のための郵送料　\250 250 広報費

平成28年12月28日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　11月分　\3,672(\7,344) 3,672 事務所費

平成28年12月28日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　11月分　\4,504(\9,008) 4,504 事務所費

平成28年12月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 12月分 \25,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成28年12月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　駐車場代　12月分　\7,500 7,500 事務所費

平成28年12月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電気料金　11月分　\4,287　(\8,574) 4,287 事務費

平成28年12月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電話料金　10月分\5,832　(\11,665) 5,832 事務費

平成28年12月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　FAX通信料 11.12月分 \7,381(\15,624) 7,381 事務費

平成29年1月4日 インターネット代金（ＫＤＤＩ）12月分　\181 181 事務費

平成29年1月4日 コピー機リース料　12月分　\31,104 31,104 事務費

平成29年1月4日 政務活動員 社会保険料 11月分3人分(自己負担分\221,986) 事業主負担分 \225,062 (合計\447,048) 225,062 人件費

平成29年1月4日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 1月分 \45,750 45,750 事務所費

平成29年1月4日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　12月分　\1,085(\2,171) 1,085 事務所費

平成29年1月4日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　11月分\7,255　(\14,511) 7,255 事務費

平成29年1月6日 タウンニュース　港北区版　67,500部（17年1月1日号）市政報告掲載料　\191,700 191,700 広報費

平成29年1月6日 書籍購入費　「生きたかった」\1512「あきらめないで、役所からのー」\1080「介護保険は詐欺だ」\1620　計4212 4,212 資料購入費

平成29年1月6日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (理想科学)印刷機リース料　12月分\14,040　(\28,080) 14,040 事務費



平成29年1月7日 事務所賃貸料　神奈川区事務所　1月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年1月7日 事務所賃貸料　港北区事務所　1月分　\42,000 42,000 事務所費

平成29年1月10日 ＦＡＸ代金　12月分　\3,070 3,070 事務費

平成29年1月10日 調査交通費　12月分　大貫　憲夫 13,140 調査研究費

平成29年1月10日 調査交通費　12月分　荒木　由美子 7,248 調査研究費

平成29年1月10日 調査交通費　12月分　みわ　智恵美 3,318 調査研究費

平成29年1月10日 調査交通費　12月分　宇佐美　さやか 4,188 調査研究費

平成29年1月10日 政務活動費　1月分 4,950,000

平成29年1月10日 政務活動員　人件費・交通費 1月分　一人分　\341,280 341,280 人件費

平成29年1月10日 政務活動員　人件費・交通費 1月分　一人分　\258,510 258,510 人件費

平成29年1月10日 政務活動員　人件費・交通費 1月分　一人分　\310,590 310,590 人件費

平成29年1月10日 原発問題住民運動連絡センター　情報紙代　2016.4月～2017.3　\3,500＋振込料\80=\3,580 3,580 資料購入費

平成29年1月13日 12/26熊本視察報告会報告書作成料と振込料　青木　道子さん(テープ起し含む)　\50,000＋\756=\50,756 50,756 広報費

平成29年1月13日 調査交通費　12月分河治　民夫\9,852 9,852 調査研究費

平成29年1月13日 調査交通費　12月分北谷　まり\10,266 10,266 調査研究費

平成29年1月13日 マウス購入費(故障のため)荒木議員　\1,166 1,166 事務費

平成29年1月13日 FAX送信費　市会情報紙「ホットライン」12月分　日本テレネット　\7,343 7,343 広報費

平成29年1月16日 タウンニュース　神奈川区版（2017年1月1日号）市政報告掲載料　\210,600 210,600 広報費

平成29年1月16日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　1月分 6,480 資料購入費

平成29年1月17日 コピー機インク代（3本）　\158,220＋振込料\756=\158,976 158,976 事務費

平成29年1月17日 調査交通費　10月分宇佐美　さやか　\1,396 1,396 調査研究費

平成29年1月17日 調査交通費　11月分宇佐美　さやか　\5,584 5,584 調査研究費

平成29年1月17日 上郷町猿田地区都市計画公聴会参加時の駐車料金(みわ、岩崎、宇佐美)￥600 600 広聴費

平成29年1月17日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　12月分　\926(\1,852) 926 事務所費

平成29年1月18日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　2月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年1月18日 文具・消耗品アスクル代（フアイル、ファイルボックス等）　￥11,945 10,808 事務費

平成29年1月18日 電気料金　1月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 4,306 事務所費

平成29年1月18日 電気料金　1月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 3,839 事務所費

平成29年1月18日 ガス料金　1月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 3,682 事務所費

平成29年1月20日 調査交通費　12月分　古谷　靖彦　\8,640 8,640 調査研究費

平成29年1月20日 中央社保協誌「社会保障」代　2017.4～2018.3　\3,540 3,540 資料購入費

平成29年1月20日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　1月分　\8036 8,036 資料購入費

平成29年1月22日 県社保協　第8回介護保険と介護労働を考えるつどい参加・資料代(白井)　￥500 500 資料購入費

平成29年1月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電気料金　12月分　\2,020(\4,041) 2,020 事務所費

平成29年1月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　12月分　\1,145(\3,854) 1,145 事務費

平成29年1月23日 タウンニュース　鶴見区版　54,750部（17年1月19日号）市政報告掲載料(web含む)　\170,640 170,640 広報費

平成29年1月23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　1月分　\7,260 7,260 資料購入費

平成29年1月23日 D-file自治体誌　年間購読料　2016.12～2017.11　￥58,968 58,968 資料購入費

平成29年1月23日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)　印刷機リース料　1月分\5,464　(\10,928) 5,464 事務費

平成29年1月24日 タウンニュース　南区版（17年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\176,040 176,040 広報費

平成29年1月25日 市政報告リーフレット　古谷　靖彦　単価\21.5×部数6000=\129,000＋税(\10,320)＋振込料(\432)　合計\139,752 139,752 広報費

平成29年1月25日 東京新聞代　１月分　\2983 2,983 資料購入費

平成29年1月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所神奈川新聞 1月分 3,189 資料購入費

平成29年1月25日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所朝日新聞 1月分 4,037 資料購入費

平成29年1月26日 事務所賃貸料　南区事務所　1月分 50,000 事務所費

平成29年1月26日 事務所賃貸料　港南区事務所　1月分 50,000 事務所費

平成29年1月26日 印刷機リース料(理想科学)　1月分　\50,544 50,544 事務費

平成29年1月26日 地方議員セミナー「保育の拡充と地方議会の課題」2/8代々木全理連ビル参加費\10,000、昼食代\1,100　(古谷　靖彦)　合計\11,100 11,100 研修費

平成29年1月26日 河治 (旭区) 事務所　駐車場代　1月分　\10,800(\21,600) 10,800 事務所費

平成29年1月27日 消費税をなくす全国の会　会報紙代　2017.3～2018.2＋振込料80円　合計\2,080 2,080 資料購入費

平成29年1月27日 タウンニュース　戸塚区版　64,000部（2017年1月19日号）市政報告掲載料　合計\149,040 149,040 広報費

平成29年1月27日 タウンニュース　戸塚区版　64,000部（2017年1月26日号）市政報告掲載料　\149,040 149,040 広報費

平成29年1月27日 タウンニュース　青葉区版　65,000部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\176040 176,040 広報費

平成29年1月27日 予算に対する市政懇談会　会場費\2400＋+振込料\80　合計\2,480 2,480 広聴費

平成29年1月27日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　1月分　\7,014 7,014 資料購入費



平成29年1月27日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　1月分　\3,544(\7088) 3,544 事務所費

平成29年1月27日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　1月分\4,880　(\9,760) 4,880 事務所費

平成29年1月27日 河治 (旭区) 事務所　NS HCNBLコピー機リース料　1月分\6,480　(\12,960) 6,480 事務費

平成29年1月30日 河治 (旭区) 事務所　水道料金　1月分　\1,533  (\3,066) 1,533 事務所費

平成29年1月30日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 月分 \25,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成29年1月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　駐車場代　1月分　\7,500(\15,000) 7,500 事務所費

平成29年1月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電気料金　12月分　\4,627　(\9,255) 4,627 事務費

平成29年1月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電話料金　11月分\5,519　(\11,039) 5,519 事務費

平成29年1月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　FAX通信料 1月分 \4,161(\8,322) 4,161 事務費

平成29年1月30日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品1月分\3,193(\20,019) 3,193 事務費

平成29年1月31日 インターネット代金(KDDI)　\146 146 事務費

平成29年1月31日 タウンニュース　鶴見区版　54,750部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\210,600 210,600 広報費

平成29年1月31日 政務活動員 社会保険料 12月分3人分(自己負担分\485,161) 事業主負担分 \491,878 (合計\977,039) 491,878 人件費

平成29年1月31日 ノート7冊（議会用）　\1595 1,595 事務費

平成29年1月31日 上下水道料金　1月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 2,971 事務所費

平成29年1月31日 文具代（消しゴム、鉛筆、マジック）\2,708 2,708 事務費

平成29年1月31日 会議用テーブル　1台　\7,668 7,668 事務費

平成29年1月31日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　1月分\1,583　(\14,361) 1,583 事務費

平成29年2月1日 タウンニュース　保土ヶ谷区版　43,300部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\165240 165,240 広報費

平成29年2月1日 横浜市政新聞(427号)単価\8.29×部数　43,000枚＋税(\28,518)=合計\384,988 384,988 広報費

平成29年2月1日 予算に対しての市政懇談会(2/8)案内チラシ作製費A4　21,300部　\72,214 72,214 広報費

平成29年2月1日 1/17上郷都市計画公聴会参加交通費　栄公会堂　（足立）本郷台～山手　\216　 216 広聴費

平成29年2月2日 タウンニュース　港南区版　54,500部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\202,500 202,500 広報費

平成29年2月2日 タウンニュース　神奈川区版　43,100部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\176,040 176,040 広報費

平成29年2月2日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　1月分　\239(\3,246) 239 事務所費

平成29年2月3日 コピー機リース料　1月分　\31,104 31,104 事務費

平成29年2月3日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 2月分 \45,750 45,750 事務所費

平成29年2月6日 事務所賃貸料　神奈川区事務所　2月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年2月6日 事務所賃貸料　港北区事務所　2月分　\47,000 42,000 事務所費

平成29年2月7日 印刷機　紙代　Ａ4　１０箱　Ａ3　1箱 21,340 事務費

平成29年2月7日 2/8市政の予算に対する懇談会　会場づくり横断幕用テープなど\1,885 1,885 広聴費

平成29年2月8日 書籍購入費　「子ども子育て支援　新制度」\1,400 1,400 資料購入費

平成29年2月8日 タウンニュース　南区版　40,750部（2017年2月9日号）市政報告掲載料　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月9日 タウンニュース　旭区版　50,650部（2017年1月26日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月9日 タウンニュース　旭区版　50,650部（2017年2月9日号）市政報告掲載料(web含む)　\202500 202,500 広報費

平成29年2月9日 タウンニュース　港南区版　54,500部（2017年2月9日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月10日 FAX基本料(NTT分) 1月分 \3,069 3,069 事務費

平成29年2月10日 政務活動費　2月分 4,950,000

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\7300　大貫　憲夫 7,300 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\5,045　荒木　由美子 5,045 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\3,456　古谷　靖彦 3,456 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\3,590　河治　民夫 3,590 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\16,072　白井　正子 16,072 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\6,442　みわ　智恵美 6,442 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\6,034　北谷　まり 6,034 調査研究費

平成29年2月10日 調査交通費　1月分　\2,792　宇佐美　さやか 2,792 調査研究費

平成29年2月10日 タウンニュース　神奈川区版　43,100部（2017年2月9日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月10日 政務活動員　人件費・交通費 2月分　一人分　\341,280 341,280 人件費

平成29年2月10日 政務活動員　人件費・交通費 2月分　一人分　\258,510 258,510 人件費

平成29年2月10日 政務活動員　人件費・交通費 2月分　一人分　\310,590 310,590 人件費

平成29年2月13日 事務所賃貸料　鶴見区事務所　3月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年2月13日 4/24からの地方議員社会保障研修会（大阪）参加費（古谷　靖彦）\20,000＋振込料￥80　合計\20,080 20,080 研修費

平成29年2月14日 建設政策研究所　発行物『建設政策』資料代　2016.11月～2017.10月　1年分　\11,000　+振込料\80　合計\11,080 11,080 資料購入費

平成29年2月15日 タウンニュース　鶴見区版　54,750部（2017年2月16日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月15日 タウンニュース　保土ヶ谷区版　43,300部（17年2月16日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費



平成29年2月15日 アスクル代（控室パンフスタンド、文具、スタンプ補充インク）　\10,017 10,017 事務費

平成29年2月17日 タウンニュース　青葉区版　65,000部（17年2月16日号）市政報告掲載料(web含む)\215,244　\216,000 216,000 広報費

平成29年2月17日 4/24からの議員研修会（大阪社保協）参加費（河治・みわ）と振込料2万×2名、80円×2件　\40,160 40,160 研修費

平成29年2月17日 タウンニュース　港北区版　67,500部（17年2月16日号）市政報告掲載料　\226,800 226,800 広報費

平成29年2月17日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　1月分　\1,065　(\2,130) 1,065 事務所費

平成29年2月20日 事務所賃貸料　南区事務所　2月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年2月20日 事務所賃貸料　港南区事務所　2月分　\50,000 50,000 事務所費

平成29年2月21日 日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　新かながわ①　前衛①　2月分　\7260 7,260 資料購入費

平成29年2月22日 タウンニュース　戸塚区版　64,000部（17年2月9日号）市政報告掲載料\186,300 186,300 広報費

平成29年2月22日 電気料金　2月分岩崎 ひろし事務所 3,705 事務所費

平成29年2月22日 電気料金　2月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 3,856 事務所費

平成29年2月22日 ガス料金　2月分岩崎 ひろし (戸塚区)事務所 3,237 事務所費

平成29年2月22日 大貫 (青葉区) 事務所　電気料金　1月分　\2,478(\4,957) 2,478 事務所費

平成29年2月22日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　2月分　\ 8,036 資料購入費

平成29年2月23日 東京新聞　朝刊代　3月分　\2,983 2,983 資料購入費

平成29年2月23日 大貫 (青葉区) 事務所　水道料金　1月分　\1,533(\3,066) 1,533 事務所費

平成29年2月23日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)　印刷機リース料　2月分\5,815　(\11,631) 5,815 事務費

平成29年2月25日 事務所駐車場代 かわじ 民夫 (旭区)事務所 2月分 \10,800 10,800 事務所費

平成29年2月26日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所朝日新聞 2月分 4,037 資料購入費

平成29年2月26日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所神奈川新聞 2月分 3,189 資料購入費

平成29年2月26日 岩崎 ひろし (戸塚区)事務所日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　新かながわ①　前衛①　2月分 6,480 資料購入費

平成29年2月27日 ＮＨＫ受信料（1年分）\7,190 7,190 事務費

平成29年2月27日 印刷機(理想)リース料(日通商事)　2月分　\50,544 50,544 事務費

平成29年2月27日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　3月分　\7,014 7,014 資料購入費

平成29年2月27日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　2月分　\3,312(\6,624) 3,312 事務所費

平成29年2月27日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　2月分\　4,868(\9,736) 4,868 事務所費

平成29年2月27日 河治 (旭区) 事務所　NS HCNBLコピー機リース料　2月分\6,480　(\12,960) 6,480 事務費

平成29年2月28日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　駐車場代　2月分　\7,500(\15,000) 7,500 事務所費

平成29年2月28日 政務活動員 社会保険料 1月分3人分(自己負担分\131,870) 事業主負担分 \133,708 (合計\265,578) 133,708 人件費

平成29年2月28日 FAX通信料(KDDI分) 2月分 \248 248 事務費

平成29年2月28日 大貫　憲夫　月刊市政ファイル　17年2月号分作成費　印刷9円、紙代2円　5,000部＋制作費2万　\73,330 73,330 広報費

平成29年2月28日 大貫　憲夫　月刊市政ファイル保存版16年6月～12月Ｂ4両面カラー作成費　印刷9円、紙代2円　500部制作費5千　\62,330 62,330 広報費

平成29年2月28日 ＮＰＯかながわ総研へ市政研究プロジェクト委託費（140万の残金）￥700,000 700,000 調査研究費

平成29年2月28日 書籍購入費　「そろそろ部活のこれからを話しませんか」\1296、「いじめのある世界に生きる君たちへ」\1944合計\3,240 3,240 資料購入費

平成29年2月28日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　2月分\5,617　(\11,234) 5,617 事務費

平成29年2月28日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品2月分\1,046(\10,737) 1,046 事務費

平成29年2月28日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　FAX通信料2月分 \3,983(\7,966) 3,983 事務費

平成29年2月28日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電話料金　12月分\6,261　(\12,522) 6,261 事務費

平成29年2月28日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電気料金　1月分　\6,210　(\12,420) 6,210 事務所費

平成29年2月28日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 2月分 \25,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成29年3月3日 コピー機リース料(ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ) 2月分　\31,104 31,104 事務費

平成29年3月3日 タウンニュース　港北区版　67,500部（17年3月2日号）市政報告掲載料　\111,780 111,780 広報費

平成29年3月4日 議会録音用ケーブル　\510 510 事務費

平成29年3月6日 市政報告　南区あらき 由美子　40,000部折込料＋振込料\756　合計\170,316 170,316 広報費

平成29年3月6日 事務所賃貸料 大貫 憲夫 (青葉区)事務所 3月分 \45,750 45,750 事務所費

平成29年3月6日 河治 (旭区) 事務所　カラーペーパー用紙代\20,243 20,243 事務費

平成29年3月7日 事務所賃貸料 白井 まさ子 (港北区)事務所 3月分 \42,000 42,000 事務所費

平成29年3月7日 事務所賃貸料 宇佐美 さやか (神奈川区)事務所 3月分 \50,000 50,000 事務所費

平成29年3月8日 市政報告作成・印刷料　南区あらき 由美子40,000部×2種　ポスター100枚　\618,840 618,840 広報費

平成29年3月8日 大貫 (青葉区) 事務所　ガス料金　2月分　\23(\2,307) 23 事務所費

平成29年3月10日 電話料金（FAX回線基本料NTT）　2月分　\3069 3,069 事務費

平成29年3月10日 調査交通費　2月分あらき 由美子　\6,342 6,342 調査研究費

平成29年3月10日 調査交通費　2月分古谷 やすひこ　\8,020 8,020 調査研究費

平成29年3月10日 調査交通費　2月分みわ 智恵美　\3,874 3,874 調査研究費

平成29年3月10日 調査交通費　2月分北谷 まり　\13,392 13,392 調査研究費



平成29年3月10日 政務活動員　人件費・交通費 3月分　一人分　\341,280 341,280 人件費

平成29年3月10日 政務活動員　人件費・交通費 3月分　一人分　\258,510 258,510 人件費

平成29年3月10日 政務活動員　人件費・交通費 3月分　一人分　\310,590 310,590 人件費

平成29年3月10日 政務活動費　3月分 4,950,000

平成29年3月12日 市政報告　みわニュース(港南区)作成費1万部 \30,560 30,560 広報費

平成29年3月13日 調査交通費　2月分宇佐美 さやか　\4,886 4,886 調査研究費

平成29年3月13日 タウンニュース　港北区版　67,500部（17年3月9日号）市政報告掲載料　\153,360 153,360 広報費

平成29年3月13日 調査交通費　2月分白井 まさ子　\11,480 11,480 調査研究費

平成29年3月13日 調査交通費　2月分かわじ 民夫　\7,180 7,180 調査研究費

平成29年3月13日 調査交通費　9月分白井 まさ子　\15,001 15,001 調査研究費

平成29年3月13日 調査交通費　12月分白井 まさ子　\16,072 16,072 調査研究費

平成29年3月13日 大貫 憲夫 月刊市政ファイル 2017年3月号 作成費 印刷\9、紙代\2　5,000部 印刷機使用料\ 編集制作費\　　\73,330 73,330 広報費

平成29年3月13日 憲法運動　購読料＋振込料\756　合計\4,780　2017.4～2018.3 4,780 資料購入費

平成29年3月13日 ほっとラインFAX送信料(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由)　2月分\5,588 5,588 事務費

平成29年3月13日 市政報告　みわニュース(港南区) 3千部　\11,435 11,435 広報費

平成29年3月13日 印刷機(理想科学)インク５本、ｽﾃｰﾌﾞﾙ代　\267,840＋振込料\756　合計\268,596 268,596 事務費

平成29年3月15日 調査交通費　2月分大貫 憲夫　\17,520 17,520 調査研究費

平成29年3月15日 備品(マイクスタンド2台)\2,504 2,504 事務費

平成29年3月16日 ICレコーダー、ハブ、剥がせるノリなど(アスクル) \13,697 13,697 事務費

平成29年3月16日 議会テープ起し用パソコンソフト代　\23,240 23,240 事務費

平成29年3月17日 事務所賃貸料 古谷 やすひこ (鶴見区)事務所 4月分 \50,000 50,000 事務所費

平成29年3月17日 コピー用紙A4 20箱分代金　\38,448 38,448 事務費

平成29年3月17日 河治 (旭区) 事務所　ガス料金　2月分　\949　(\1,898) 949 事務所費

平成29年3月17日 岩崎 (戸塚区) 事務所　神奈川新聞代　3月分\3,189 3,189 資料購入費

平成29年3月17日 岩崎 (戸塚区) 事務所　朝日新聞代　3月分　\4,037 4,037 資料購入費

平成29年3月17日 岩崎 (戸塚区) 事務所　ガス料金　3月分　\3,368　(\13,472) 3,368 事務所費

平成29年3月17日 岩崎 (戸塚区) 事務所　電気料金(従量電灯) 3月分 \3,882(\15,531) 3,882 事務所費

平成29年3月17日 岩崎 (戸塚区) 事務所　電気料金(低圧電力) 3月分\3,223(\12,895) 3,223 事務所費

平成29年3月18日 書籍購入費　「教育委員会改革の展望」\1,728 1,728 資料購入費

平成29年3月19日 書籍購入費　「ビッグデータの支配とプライバシー危機」「ルポ税金地獄」\1,662 1,662 資料購入費

平成29年3月20日 大貫 (青葉区) 事務所　電気料金　2月分　\1,979(\3,959) 1,979 事務所費

平成29年3月20日 大貫 (青葉区) 事務所　電話料金　2月分　\2,248(\4496) 2,248 事務所費

平成29年3月21日 タウンニュース保土ヶ谷区版　43,300部（17年3月23日号）市政報告掲載料(web含む)　\210,600 210,600 広報費

平成29年3月21日 レターケース等事務用品(アスクル分)\25,816＋振込料\540　合計\26,356 26,356 事務費

平成29年3月21日 備品購入代(アンプマイクセット、コード)室内・室外用 \51,120 51,120 事務費

平成29年3月22日 タウンニュース　鶴見区版　54,750部（17年3月23日号）市政報告掲載料(web含む)　\373,680 373,680 広報費

平成29年3月22日 区画整理・再開発対策全国連絡会議　購読料2017年4月～2018年3月分＋振込料\80　合計\8,480 8,480 資料購入費

平成29年3月22日 タウンニュース　港北区版　67,500部（17年4月6日号）市政報告掲載料　\159,840 159,840 広報費

平成29年3月23日 タウンニュース　南区版　40,750部（17年3月30日号）市政報告掲載料(web含む)　\176,040 176,040 広報費

平成29年3月23日 タウンニュース　港南区版　79,980部（17年3月23日号）市政報告掲載料(web含む)　\216,000 216,000 広報費

平成29年3月23日 日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　新かながわ①　前衛①　3月分　\7,260 7,260 資料購入費

平成29年3月23日 2014年市民アンケート封筒 返信費用(期限切れのため) 82 広聴費

平成29年3月23日 朝日新聞　朝刊　神奈川新聞　3月分　\7,014 7,014 資料購入費

平成29年3月23日 東京新聞　朝刊代　3月分　\2983 2,983 資料購入費

平成29年3月23日 河治 (旭区) 事務所　SMBC (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)　印刷機リース料　月分\4,347　(\8,695) 4,347 事務費

平成29年3月23日 「こんにちは岩崎　ひろし」作成・印刷代　11／9.11／16.12／7.12／14.12／21.1／11.1／18.1／25.2/1.2/8.2/15.2/22　各5,000枚×5円　\300,000 300,000 広報費

平成29年3月24日 議員サイト管理費(9名分)2017.4～2018.3　\414,720 207,360 広報費

平成29年3月24日 議員団サイト運営費2017.4～2018.3 \51,840 51,840 広報費

平成29年3月24日 コピー用紙代　A4 20ケース　\38,448 38,448 事務費

平成29年3月24日 タウンニュース　戸塚区版　64,000部（17年3月23日号）市政報告掲載料　\149,040 149,040 広報費

平成29年3月24日 ノート、A4ファイル40冊、事務品など　\7,513 7,513 事務費

平成29年3月24日 日本経済新聞　朝刊　毎日新聞　朝刊　3月分　\8,036 8,036 資料購入費

平成29年3月25日 事務所賃貸料 あらき 由美子 (南区)事務所 3月分 \50,000 50,000 事務所費

平成29年3月25日 事務所賃貸料 みわ 智恵美 (港南区)事務所 3月分 \50,000 50,000 事務所費

平成29年3月27日 2017年度大阪社保協「全国地方議員社会保障研修会」参加のための新幹線・ホテル　代金(古谷・河治・みわ)4/24から二泊(みわ一泊)　\131,900 131,900 研修費



平成29年3月27日 「横浜市市政研究プロジェクト」冊子　各団体・個人配布用に100部購入　\137,160 ＋振込料\756　合計\137,916 137,916 調査研究費

平成29年3月27日 市民アンケート作成料 85万3600部　チラシ\2,857,852提出用紙\2,021,760返信封筒\1,446,336＋振込料\432込み　合計\6,325,948 6,325,948 広聴費

平成29年3月27日 パソコンソフトパワーポイント10台、パーソナル編集長料金　\228,960 228,960 事務費

平成29年3月27日 書籍購入費　「日本の教師、その12章」\2268 2,268 資料購入費

平成29年3月27日 河治 (旭区) 事務所　NS HCNBLコピー機リース料　3月分\6,480　(\12,960) 6,480 事務費

平成29年3月28日 事務所駐車場代 かわじ 民夫 (旭区)事務所 3月分 \10,800 10,800 事務所費

平成29年3月28日 パソコンソフト(テープ起こし用)\21,330 21,330 事務費

平成29年3月28日 備品カメラ望遠レンズ代　\90,977 90,977 事務費

平成29年3月28日 北谷　市政チラシ制作費・折込費　\554,400 554,400 広報費

平成29年3月28日 河治　市政報告チラシ製作・折込費　\390,744 390,744 広報費

平成29年3月28日 宇佐美　さやか市政報告用　ポスター制作費　250枚\259,200 259,200 広報費

平成29年3月28日 みわ 智恵美市政報告用　200枚　ポスター制作費　\125,280 125,280 広報費

平成29年3月28日 政務活動員 社会保険料 2月分3人分(自己負担分\131,870) 事業主負担分 \133,708 (合計\265,578) 133,708 人件費

平成29年3月29日 タウンニュース　青葉区版　65,000部（17年4月6日号）市政報告掲載料　\210,600 210,600 広報費

平成29年3月29日 タウンニュース　神奈川区版　43,100部（17年3月30日号）市政報告掲載料(web含む)　\197,100 197,100 広報費

平成29年3月29日 消耗品代 (文具)CD-W、ボールペン等　\2,391 2,391 事務費

平成29年3月29日 タウンニュース　鶴見区版　54,750部（17年4月6日号）市政報告掲載料(web含む)　\210,600 210,600 広報費

平成29年3月29日 コピー機用　カラーインク3色各1箱代　\84,240 84,240 事務費

平成29年3月29日 写真加工・編集ソフト代金　\13,724 13,724 事務費

平成29年3月29日 購読料　神奈川地域人権運動連合会　機関紙代　2016.4月から2017.3月１年分　\4,488 4,488 資料購入費

平成29年3月29日 購読料　神奈川県生活と健康を守る会連合会　機関紙代　2016.4月から2017.3月１年分\9,960＋振込料\80　合計\10,040 10,040 資料購入費

平成29年3月29日 河治 (旭区) 事務所　水道料金　2月分　\1,533  (\3,066) 1,533 事務所費

平成29年3月29日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　3月分\3,406　(\6,812) 3,406 事務所費

平成29年3月29日 河治 (旭区) 事務所　電気料金　3月分4,899\　(\9,798) 4,899 事務所費

平成29年3月29日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　事務消耗品3月分\6,468(\21,600) 6,468 事務費

平成29年3月29日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電話料金1月分\5,836　(\11,673) 5,836 事務費

平成29年3月29日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　電気料金2月分　\5,196　(\10,392) 5,196 事務所費

平成29年3月29日 北谷 (保土ヶ谷区) 事務所　駐車場代　3月分　\7,500(\15,000) 7,500 事務所費

平成29年3月29日 事務所賃貸料 北谷 まり (保土ヶ谷区)事務所 3月分 \25,000 (1ヶ月5万×6ヶ月分の領収書添付あり) 25,000 事務所費

平成29年3月29日 岩崎 (戸塚区) 事務所　日刊「しんぶん赤旗」①「しんぶん赤旗」日曜版①　新かながわ①　前衛①　3月分　\6,480 6,480 資料購入費

平成29年3月29日 岩崎 (戸塚区) 事務所　水道料金　3月分　\2,250  (\9,002) 2,250 事務所費

平成29年3月30日 タウンニュース　戸塚区版　部（17年3月30日号）市政報告掲載料　\149,040 149,040 広報費

平成29年3月31日 タウンニュース　旭区版　部（17年3/30.4/6号）市政報告掲載料　\432,000 432,000 広報費

平成29年3月31日 書籍購入費　「人口減少と公共施設の展望」1冊\1,188 1,188 資料購入費

平成29年3月31日 河治 (旭区) 事務所　電話料金　3月分\6,006　(\12,013) 6,006 事務費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\11,680　大貫 憲夫 11,680 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\9,305あらき 由美子 9,305 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\4,740　みわ 智恵美 4,740 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\8,640　古谷 やすひこ 8,640 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\8,620北谷 まり 8,620 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\5,026かわじ 民夫 5,026 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\14,658白井 まさ子 14,658 調査研究費

平成29年3月31日 調査交通費　3月分　\2094宇佐美 さやか 2,094 調査研究費

平成29年3月31日 FAX通信料(KDDI分) 3月分 \222 222 事務費


