




第8号様式(第5条関係）

平成28年度政務活動費会計帳簿

塔f瀦溝
会

偽
ー

摘 要支出先 項目

乳児用液体ﾐﾙｸについての研修関東若手市議会議員の会 研修費研修会費1,000H28.10.2I

事務費 付簔､ホチキス針アスクル株式会社事務用品代1,9682 H28.10.16

西崎つばさレポート7号新聞折込配
布

広報費株式会社オリオンズ社新聞折込代71,0163 H28.10.17

研修会打ち合わせ資料の印刷研修費印刷代 セブンイレブン1204 H28.10.24

研修会打ち合わせ資料の印刷研修費印刷代 セブンイレブン805 H28.10．25

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(9月分)、5,508円のうち2,754円
計上

エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ株式会社

事務費通信費2‘7546 H28.10.25

議員提案条例についての研修研修費東京若手議員の会研修会費1,0007 H28.10.26

’
大規模災害対策についての研修会出
席のため熊本空港～味噌天神

熊本空港ビルディング株式会
社

研修費バス代6408 H28.10.27

ローカル･マニュフェスト推進

地方議員連盟事務局
大規模災害対策についての研修研修費研修会費4,0009 H28．10.27

大規模災害対策についての研修会出
席のための宿泊代

ジーアールホテル水道町 研修費宿泊代7,20010 H28.10.27

大規模災害対策についての研修会出
席のため熊本空港～羽田空港

研修費日本航空株式会社航空券代27,790H28.10．2711

ジェーツーグローバルジャパ
ン

ファックス料金(8月分）事務費通信費1,62012 H28.10.27

ローカル･マニュフェスト推進
地方議員連盟事務局

益城町など被災地の視察調査研究費視察参加費4,00013 H28.10.27

研修会打ち合わせ資料の印刷研修費印刷代 セブンイレブン6014 H28.113

日本版CCRC等についての研修会(11
月14日実施)出席のため新宿～甲府
(往復）

研修費東日本旅客鉄道株式会社電車代5,08015 H28.11.7

’
事務費イートレンドオンラインショップ事務用品代61，49116 H28.118

日本版CCRC等についての研修関東若手市議会議員の会 研修費研修会費500H28.11.141717

浦安こどもネウボラの視察のため目
黒～浦安東

調査研究費首都高速道路株式会社高速道路料金870H28.11.211818

浦安こどもネウボラの視察のため浦
安第一～目黒

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(10月分)、5,508円のうち2,754円
計上

調査研究費首都高速道路株式会社高速道路料金870H28.11．211919

エヌ･ティ･テイ･コミュニケー
ションズ株式会社

事務費2,754通信費20 H28.11.23
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第8号様式(第5条関係）

平成28年度政務活動費会計帳簿
会派の代表者又は議員名
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(用紙規格A4)

帳簿
番芳

支出月洞 金額(円） 支出内容 支阜出児手 項十泪

鳶琴"""i嘩謡蕊蟻議舞類塞潅

i垂悪手が総l登毒誉堂
。; =I : ::二;:二2:=:曾二?; ↓1 二！ ↑ ↑1 ↓､ 二 : ↑:?:.と↑｡↑胃 ‘

‘ : ↓

21 H28.11.28 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

事務費 ファックス料金(9月分）

22 H28.12.1 62,040 印刷代 株式会社プリントパック 広報費
西崎つぱさレポート8号(新聞折込用）
印刷代40,000部

23
’
1
1

H28.12.9 9,195 印刷代 株式会社プリントパック 広報費
西崎つばさレポート8号(郵送用)印刷
代3,000部

24 H28.12.12 1,296 書籍代 Amazon・CO・jp 資料購入費 助けてと言えない－いま30代に何が

25 H28.12.22 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ株式会社

事務費
会派控室用インターネットプロバイダ
料金(11月分)､5,508円のうち2,754円
計上

26 H28.12.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

事務費 ファックス料金(10月分）

27 H28.12.28 920 郵送代 日本郵便株式会社 広報費 西崎つぱさレポート郵送代(10通）

28 H28.12.28 93,316 郵送代 日本郵便株式会社 広報費 西崎つぱさレポート郵送代(1138通）

29 H28.12.28 1,922 事務用品代 株式会社ヤマダ電機 事務費 マウス

30 H29.1.5 142,560 新聞折込代 株式会社オリオンズ社 広報費 西崎つぱさレポート8号折込配布

31 H29.1.6 6,222 書籍代 株式会社ぎようせい 資料購入費
議会改革の第2ステージ､新地方公会
計統一基準

32 H29.1.10 5,000 研修会費
一般社団法人地域経営推進
センター

研修費
シティズンシップ推進についての研修
会

33 H29.1.17 6,480 新聞購読料 株式会社城南展望社 資料購入費
城南展望購読料(平成28年11月～平
成29年4月分）

34 H29.1.25 5,380 1電車代 東日本旅客鉄道株式会社 研修費
交通弱者対策についての研修会(2月
9日実施)参加のため目黒～桐生

35 H29.1.25 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社
事務費

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(12月分)､5,508円のうち2,754円
計上

36 H29.1.26 1,000 研修会費 東京若手議員の会 研修費 特別支援教室等についての研修会

37 H29.1.27 5,000 研修会費 株式会社図書館総合研究所 研修費 議員提案政策条例についての研修会

38 H29.1.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

事務費 ファックス料金(11月分）

39 H29.2.7 1,000 研修会費 若手市市議会の会千葉県 研修費 環境保全施策についての研修会

40 H29.2.7 1,350 バス代 日東交通株式会社 研修費
環境保全施策についての研修会参加
のため木更津駅～品川駅



第8号様式(第5条関係）

平成28年度政務活動費会計帳簿
会派の代表者又は議員名
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登
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’
4

41 1 H29.2.7

’
1,450 バス代 日東交通株式会社 研修費

環境保全施策についての研修会参加
のため東京駅～君津市役所前

42

I

l
l

H29.2.9 820 電車代 東武鉄道株式会社 研修費
交通弱者対策についての研修会参加
のため太田駅～北千住特急券

43 H29.2.9 970 電車代 東武鉄道株式会社 研修費
交通弱者対策についての研修会参加
のため太田駅～目黒乗車券

44 H29.2.9 2,000 研修会費 関東若手市議会議員の会 研修費 交通弱者対策についての研修会

45 H29.2.17 3,927 書籍代 Amazon・co.jp 資料購入費
帝国の慰安婦植民地支配と記憶の
闘い

46 H29.2.17 2,180 事務用品代 Amazon.co.jp 事務費 ﾉｰﾄパソコン用ACアダプタ

47 H29.2.17 4,436 事務用品代 Amazon.co.jp 事務費 ワイヤレスプレゼンター

48 H29.2.23 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ株式会社

事務費

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(1月分)、5,508円のうち2,754円
計上

49 H29.2.27 103,240 印刷代 プリントﾈｯﾄ株式会社 広報費
西崎つばさレポート9号(新聞折込用）
印刷代55000部

50 H29.2.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

事務費 ファックス料金(12月分）

51 H29.3.3 10,640 印刷代 株式会社プリントパック 広報費
西崎つばさレポート9号(郵送用)印刷
代3500部

52 H29.3.3 12,312 雑誌購読料 株式会社ぎようせい 資料購入費 月刊ガバナンス平成29年1月～12月

53 H29.3.23 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ株式会社

事務費

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(2月分)、5,508円のうち2,754円
計上

54 H29.3.26 5,000 研修会費
市民と議員の条例づくり交流
会議

研修費 公会計制度についての研修会

55 H29.3.27 3,012 広告費 FacebooklrelandLimited 広報費 乳児用液体ﾐﾙｸについての投稿

56 H29.3.27 6,001 広告費 FacebooklrelandIjmited 広報費 乳児用液体ミルクについての投稿

57 H29.3.27 12,057 広告費 FacebooklrelandLimited 広報費 乳児用液体ﾐﾙｸについての投稿

58 H29.3.27 452 書籍代 Amazon.co.jp 資料購入費 人工知能は人間を超えるか

59
1

1

1

H29.3.27 1,600 書籍代 Amazon・co.jp 資料購入費 決定版AI人工知能

60 H29.3.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

事務費 ファックス料金(1月分）
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61 H29.3.27 27,900 機器代 Amazon.co.jp 事務費 ワイヤレスマイクロホンタイピン型

62 H29.3.28 135,830 印刷代 プリントﾈｯﾄ株式会社 広報費
西崎つばさレポート10号(新聞折込
用)印刷代55000部

63 H29.3.28 8,532 書籍代 株式会社ぎようせい 資料購入費 子ども･子育て支援シリーズ

64 H29.3.29 196,020 新聞折込代 株式会社オリオンズ社 広報費
西崎つぱさレポート9号新聞折込配
布

65

’
H29.3.29 196,020 新聞折込代 株式会社オリオンズ社 |広報費

j

l

l

西崎つばさレポート10号新聞折込配
布

66 H29.3.29 19,200 新聞購読料 株式会社都政新報社 資料購入費
都政新報平成29年2月～平成30年1
月

67 H29.3.31 32,520 |電車代 東日本旅客鉄道株式会社 i研
ﾚ

修費

議会改革等についての研修会(4月18
日、19日実施)参加のため目黒～東
舞鶴(往復）

1

1

1

1
1

1

｜

I
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支 出 内 訳

調査研究費計( 5,740 )
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(用紙規格A4)

帳
番
簿
号 支出月日 金額(恩） 支出内容 玄§ :出手先 滴＆ 弓 § :f 弓要

13 H28.10.27 4,000 視察参加費
ローカル･マニュフェスト推進

地方議員連盟事務局
益城町など被災地の視察

18 H28．11.21 870 高速道路料金 首都高速道路株式会社
浦安こどもネウボラの視察のため目
黒～浦安東

19 H28.11.21 870 J高
｜

’

速道路料金 首都高速道路株式会社
浦安こどもネウボラの視察のため浦
安第一～目黒



第7号様式(第5条関係）

支 出 内 訳

研修費計（ 108,960 ）

1/2

(用紙規格A4)

簿
号

帳
番 支出月日 金額(円） 支出内容 支ｷﾐ i出§先 摘蕊毒《要

1 H28.10.2 1,000 研修会費 関東若手市議会議員の会 乳児用液体ﾐﾙｸについての研修

4 H28.10.24 120 印刷代 セブンイレブン 研修会打ち合わせ資料の印刷

5 H28.10.25 80 印刷代 セブンイレブン 研修会打ち合わせ資料の印刷

7 H28.10.26 1,000 研修会費 東京若手議員の会 議員提案条例についての研修

8 H28.10.27 "O 1
I

h

バス代
熊本空港ビルディング株式会
社

大規模災害対策についての研修会出
席のため熊本空港～味噌天神

9 H28.10.27 4,000

】

|研修
’

会費
ローカル･マニュフェスト推進

地方議員連盟事務局
大規模災害対策についての研修

10 H28.10.27 7,200 宿泊代 ジーアールホテル水道町
大規模災害対策についての研修会出
席のための宿泊代

11 H28.10.27 27,790 航空券代 日本航空株式会社
大規模災害対策についての研修会出
席のため熊本空港～羽田空港

14 H28.11.3 60 印刷代 セブンイレブン 研修会打ち合わせ資料の印刷

15 H28.11.7 5,080 電車代 東日本旅客鉄道株式会社
日本版CCRC等についての研修会(11
月14日実施)出席のため新宿～甲府
(往復）

17 H28.11.14 500 研修会費 関東若手市議会議員の会 日本版CCRC等についての研修

32 H29.1.10 5,000 研修会費
一般社団法人地域経営推進
センター

シティズンシップ推進についての研修
今
云

34 H29.1.25 5,380 電車代 東日本旅客鉄道株式会社
交通弱者対策についての研修会(2月
9日実施)参加のため目黒～桐生

36 H29.1.26 1,000 研修会費 川東京着手議員の会 特別支援教室等についての研修会

37 H29.1.27 5,000 研修会費 株式会社図書館総合研究所 議員提案政策条例についての研修会

39 H29.2.7 1,000 研修会費 若手市市議会の会千葉県 環境保全施策についての研修会

40 H29.2.7 1,350 バス代 日東交通株式会社
環境保全施策についての研修会参加
のため木更津駅～品川駅

41 H29.2.7 1,450 バス代

I

｜

旧東交通株式会社
｜
’

環境保全施策についての研修会参加
のため東京駅～君津市役所前

42 H29.2.9 820 電車代 東武鉄道株式会社
交通弱者対策についての研修会参加
のため太田駅～北千住特急券

43 H29.2.9 970 電車代 東武鉄道株式会社
交通弱者対策についての研修会参加
のため太田駅～目黒乗車券
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番号

支出月日 金額(円） 支出内容 支|:出先 構垂壺弓I要

44 H29.2.9 2,000 研修会費 関東若手市議会議員の会 交通弱者対策についての研修会

54 H29.3.26 5,000 研修会費
市民と議員の条例づくり交流
会議

公会計制度についての研修会

67

1

1

H29.3.31 32,520 電車代 東日本旅客鉄道株式会社

議会改革等についての研修会(4月18
日、19日実施)参加のため目黒～東
舞鶴(往復）

；
｜

’

W

d

l
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支 出 内 訳

資料購入費計( 60,021 )

1/1

(用紙規格A4)

帳鰭
番号

支出月日 金額(円） 支出内容 支f出了先 摘 要

24 H28.12.12 1,296 書籍代 Amazon・co.jp l助けてと言えない－いま30代に何が

31 H29.1.61 6,222 書籍代 株式会社ぎようせい
議会改革の第2ステージ､新地方公会
計統一基準

33 H29.1.17 6,480 新聞購読料 株式会社城南展望社
城南展望購読料(平成28年11月～平
成29年4月分）

45 H29.2.17 3,927 書籍代 Amazon・co.jp
帝国の慰安婦植民地支配と記憶の
闘い

52 H29.3.3 12,312 雑誌購読料 株式会社ぎようせい 月刊ガバナンス平成29年1月～12月

58 H29.3.27 452 書籍代 Amazon.co.jp 人工知能は人間を超えるか

59 H29.3.27 1,600 書籍代 Amazon.co.jp 決定版AI人工知能

63 H29.3.28 8,532 書籍代 ’株式会社ぎようせい 子ども･子育て支援シリーズ

66 H29.3.29 19,200 新聞購読料
1

J

|株式会社都政新報社
’

都政新報平成29年2月～平成30年1
月

｜

｜
’

｜

’

D

I
I
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支 出 内 訳

広報費計( 1,041,867 )

1／1

(用紙規格A4)
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番碁
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3 H28.10.17 71,016 新聞折込代 株式会社オリオンズ社
西崎つぱさレポート7号新聞折込配
布

22 H28.12.1 62,040 印刷代 株式会社プリントパック
西崎つばさレポート8号(新聞折込用）
印刷代40,000部

23 H28.12.9 9,195 印刷代 株式会社プリントパック
西崎つぱさレポート8号(郵送用)印刷
代3,000部

27 H28.12.28 920 郵送代 日本郵便株式会社 西崎っぱさレポート郵送代(10通）

28 H28.12.28 93,316 郵送代 日本郵便株式会社 西崎つばさレポート郵送代(1138通）

30 H29.1.5 142,560 新聞折込代 株式会社オリオンズ社 西崎つぱさレポート8号折込配布

49 H29.2.27 103,240 印刷代 プリントﾈｯﾄ株式会社
西崎つぱさレポート9号(新聞折込用）
印刷代55000部

51 H29.3.3 10,640 印刷代 株式会社プリントパック
西崎つぱさレポート9号(郵送用)印刷
代3500部

55 H29.3.27 3,012 広告費 Facebooklrelandl.imited 乳児用液体ミルクについての投稿

56 H29.3.27 6,001 広告費 FacebooklrelandLimited 乳児用液体ﾐﾙｸについての投稿

57 H29.3.27 12,057 広告費 FacebooklrelandLimited 乳児用液体ミルクについての投稿

62 H29.3.28 135,830 印刷代 プリントﾈｯﾄ株式会社
西崎つぱさレポート10号(新聞折込
用)印刷代55000部

64

！

H29.3.291 196,020
1

新聞折込代 株式会社オリオンズ社
西崎つばさレポート9号新聞折込配
布

65 H29.3.29 196,020 新聞折込代 株式会社オリオンズ社
西崎つぱさレポート10号新聞折込配
布



第7号様式(第5条関係）

支 出 内 訳

事務費計( 126,141 )

1/1

(用紙規格A4)

鰻簿
番号

支出月日 金額(円） 支出爾容
①
１
回廷出; ;先 摘§ § f '晟要：

2 H28.10.16 1,968 事務用品代 アスクル株式会社 付萎､ホチキス針

6 H28.10.25 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(9月分)、5,508円のうち2,754円
計上

12 H28.10.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

ファックス料金(8月分）

16 H28.11.8 61,491 事務用品代 イートレンドオンラインショップ レーザープリンタ

20 H28.11.23 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(10月分)、5,508円のうち2,754円
計上

21 H28.11.28 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

ファックス料金(9月分）

25 H28.12.22 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(11月分)、5,508円のうち2,754円
計上

26 H28.12.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

|ﾌｧｯｸｽ料金('0月分）

29 H28.12.28 1,922 事務用品代 株式会社ヤマダ電機 マウス

35 H29.1.25 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(12月分)、5,508円のうち2,754円

計上

38 H29.1.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

ﾌｧｯｸｽ料金(11月分）

46 H29.2.17 2,180 事務用品代 Amazon.co.jp ﾉｰﾄパソコン用ACアダプタ

47 H29､2．17 4,436 事務用品代
I
I
I

h

Amazon.co･jp
e

ワイヤレスプレゼンター

48 H29.2.23 2,754 通信費
|エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
iションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(1月分)、5,508円のうち2,754円
計上

50 H29.2.27 1,620 通信費 口
q

ジェーツーグローバルジャパ
ン

ファックス料金(12月分）

53 H29.3.23 2,754 通信費
エヌ･ティ･ティ･コミュニケー

ションズ株式会社

会派控室用インターネットプロバイダ
料金(2月分)、5,508円のうち2,754円
計上

60 H29.3.27 1,620 通信費
ジェーツーグローバルジャパ
ン

’
|ﾌｧｯｸｽ料金(1月分）
I
､

I

61 H29.3.27 27,900 機器代 Amazon.co.jp ワイヤレスマイクロホンタイピン型


