
2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

1 2020/4/3 駐車料金
セントラルパーク上戸田2丁目第
２

交通費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

2 2020/4/5 文具(テープのり・コピー用紙) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥676 85% ¥575 15% ¥101

3 2020/4/13 郵便切手代 日本郵便株式会社 事務費 ¥170 100% ¥170 0% ¥0

4 2020/4/13 郵便切手代 日本郵便株式会社 事務費 ¥374 100% ¥374 0% ¥0

5 2020/4/13 郵便切手代 日本郵便株式会社 事務費 ¥3,780 100% ¥3,780 0% ¥0

6 2020/4/17 自動車リース代(2月～4月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥150,150 80% ¥120,120 20% ¥30,030

7 2020/4/21 レポート作成代(県政レポート第31号) KAZ 広報費 ¥52,940 85% ¥44,999 15% ¥7,941

8 2020/4/21 2020年度HP更新(12ヶ月分) 地方政治政策研究所 広報費 ¥120,440 85% ¥102,374 15% ¥18,066

9 2020/4/21 事業系一般廃棄物運搬処分費(12ヶ月分) 株式会社クリーンシティ 事務所費 ¥33,110 85% ¥28,144 15% ¥4,966

10 2020/4/22 レポート印刷代(県政レポート第31号) 印刷通販プリントパック 広報費 ¥259,795 85% ¥220,826 15% ¥38,969

11 2020/4/27 駐車料金(4月～1月分) 株式会社東急コミュニティー 事務所費 ¥150,000 80% ¥120,000 20% ¥30,000

12 2020/4/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

13 2020/4/27 ａｕ 電話料金(2月分) KDDI株式会社 事務費 ¥3,051 80% ¥2,441 20% ¥610

14 2020/4/28 来客用駐車場代等(4月、5月分) 住友林業レジデンシャル株式会社 事務所費 ¥41,690 85% ¥35,437 15% ¥6,253

15 2020/4/28 駐車料金 エコロシティ株式会社 調査研究費 ¥400 100% ¥400 0% ¥0

16 2020/5/3
文具(ノート・クリアファイル・クリップ・付
箋)等

イオンリテール株式会社 事務費 ¥3,025 85% ¥2,571 15% ¥454

17 2020/5/4 事務員給与(4月分) ー 人件費 ¥11,632 85% ¥9,887 15% ¥1,745

18 2020/5/9 ガソリン代 株式会社春山重吉商店 交通費 ¥4,672 80% ¥3,738 20% ¥934

19 2020/6/29 文具(リングファイル・クリアファイル)等 アスクル 事務費 ¥2,011 85% ¥1,709 15% ¥302

20 2020/5/13 文具(給与支払明細書) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥238 85% ¥202 15% ¥36



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

21 2020/5/15 文具(マーカー)等 コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥1,066 85% ¥906 15% ¥160

22 2020/5/15 駐車料金 中島病院第３駐車場 調査研究費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

23 2020/5/18 自動車リース代(5月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

24 2020/5/19 文具(リングファイル・修正テープ) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥476 85% ¥405 15% ¥71

25 2020/5/19 郵送代 日本郵便株式会社 事務費 ¥390 100% ¥390 0% ¥0

26 2020/5/20 文具(テープのり) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥350 85% ¥298 15% ¥52

27 2020/5/22 名刺代 印刷通販グラフィック 事務費 ¥8,088 50% ¥4,044 50% ¥4,044

28 2020/5/23 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥2,699 80% ¥2,159 20% ¥540

29 2020/5/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

30 2020/5/27 ａｕ 電話料金(3月分) KDDI株式会社 事務費 ¥3,160 80% ¥2,528 20% ¥632

31 2020/5/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,180 100% ¥4,180 0% ¥0

32 2020/5/27 書籍 アマゾン 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

33 2020/6/1 郵送代 日本郵便株式会社 事務費 ¥140 100% ¥140 0% ¥0

34 2020/6/4 来客用駐車場代等(6月～1月分) 住友林業レジデンシャル株式会社 事務所費 ¥144,170 85% ¥122,545 15% ¥21,625

35 2020/6/5 駐車料金
ジェイアールバス関東株式会社事
業部

調査研究費 ¥300 100% ¥300 0% ¥0

36 2020/7/27
文具(カッター・セロテープ・ホチキス・はさ
み・穴開けパンチ)

無印良品 事務費 ¥1,360 85% ¥1,156 15% ¥204

37 2020/6/5 事務員給与(5月分) ー 人件費 ¥4,363 85% ¥3,709 15% ¥654

38 2020/6/7 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,166 80% ¥2,533 20% ¥633

39 2020/6/17 自動車リース代(6月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

40 2020/6/18 文具(コピー用紙) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥268 85% ¥228 15% ¥40



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

41 2020/6/29 文具(ボールペン・マーカー・修正テープ) 株式会社東急ハンズ 事務費 ¥1,210 85% ¥1,029 15% ¥181

42 2020/6/29 ａｕ 電話料金(4月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,880 80% ¥2,304 20% ¥576

43 2020/6/29 文具(テープカートリッジ) アスクル　ロハコ 事務費 ¥4,610 85% ¥3,919 15% ¥691

44 2020/6/29 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

45 2020/6/29 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

46 2020/6/29 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

47 2020/6/29 事務所賃貸(4月～7月分) オルテ地所開発株式会社 事務所費 ¥220,880 85% ¥187,748 15% ¥33,132

48 2020/6/29 文具(メモ帳) アマゾン 事務費 ¥422 85% ¥359 15% ¥63

49 2020/6/29 文具(シャープペン) アマゾン 事務費 ¥237 85% ¥201 15% ¥36

50 2020/6/29 書籍 アマゾン 資料購入・作成費 ¥5,500 100% ¥5,500 0% ¥0

51 2020/6/29 事務用品(穴開けパンチ・ノート) アマゾン 事務費 ¥1,564 85% ¥1,329 15% ¥235

52 2020/6/29 文具(ボールペン) アマゾン 事務費 ¥183 85% ¥156 15% ¥27

53 2020/6/29
事務用品(テープライター・テープカート
リッジ)

アマゾン 事務費 ¥6,763 85% ¥5,749 15% ¥1,014

54 2020/6/29 書籍 アマゾン 資料購入・作成費 ¥2,420 100% ¥2,420 0% ¥0

55 2020/7/5 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥4,340 80% ¥3,472 20% ¥868

56 2020/7/7 事務職員用合鍵代 リアット 事務費 ¥1,540 85% ¥1,309 15% ¥231

57 2020/7/15 ガソリン代 株式会社春山重吉商店 交通費 ¥4,320 80% ¥3,456 20% ¥864

58 2020/7/17 自動車リース代(7月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

59 2020/7/25 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,890 80% ¥3,112 20% ¥778

60 2020/7/27 ゴム印 ハンコファクトリー 事務費 ¥690 85% ¥587 15% ¥103



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

61 2020/7/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

62 2020/7/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

63 2020/7/27 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

64 2020/7/27 令和2年度埼玉県職員録代金 関東図書株式会社 資料購入・作成費 ¥754 100% ¥754 0% ¥0

65 2020/7/27 ａｕ 電話料金(5月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,788 80% ¥2,230 20% ¥558

66 2020/7/27 事務用品(カラーボックス) アマゾン 事務費 ¥1,181 85% ¥1,004 15% ¥177

67 2020/7/28 駐車料金
ＮＰＣ２４Ｈ　戸田公園駅前パーキ
ング

交通費 ¥900 100% ¥900 0% ¥0

68 2020/7/28 郵送代 日本郵便株式会社 事務費 ¥500 100% ¥500 0% ¥0

69 2020/7/30 文具(ホワイトボード・マーカー) キャンドゥ　ビーンズ戸田公園店 事務費 ¥330 85% ¥281 15% ¥49

70 2020/8/2 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,000 80% ¥2,400 20% ¥600

71 2020/8/4 駐車料金
ジェイアールバス関東株式会社事
業部

交通費 ¥700 100% ¥700 0% ¥0

72 2020/8/4 議員との意見交換会　手話通訳料 埼玉聴覚障碍者情報センター 人件費 ¥21,440 100% ¥21,440 0% ¥0

73 2020/8/5 事務員給与(7月分) ー 人件費 ¥20,357 85% ¥17,303 15% ¥3,054

74 2020/8/8 社会保険労務士　人件費 永島社労行政事務所 人件費 ¥15,519 85% ¥13,191 15% ¥2,328

75 2020/8/17 自動車リース代(8月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

76 2020/8/19 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥4,500 80% ¥3,600 20% ¥900

77 2020/8/21 郵送代 日本郵便株式会社 事務費 ¥1,110 100% ¥1,110 0% ¥0

78 2020/8/21 郵便切手代 日本郵便株式会社 事務費 ¥1,100 100% ¥1,100 0% ¥0

79 2020/8/23 事務用品(ファイルボックス) 無印良品 事務費 ¥3,150 85% ¥2,678 15% ¥472

80 2020/9/28 文具(ボールペン) アスクル　ロハコ 事務費 ¥811 85% ¥689 15% ¥122



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

81 2020/10/5 事務用品(PC周辺機器) アマゾン 事務費 ¥11,480 85% ¥9,758 15% ¥1,722

82 2020/10/5 文具(ボールペン) アマゾン 事務費 ¥599 85% ¥509 15% ¥90

83 2020/8/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

84 2020/8/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

85 2020/8/27 ａｕ 電話料金(6月分) KDDI株式会社 事務費 ¥3,843 80% ¥3,074 20% ¥769

86 2020/8/27 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

87 2020/8/27 事務用品(カラーボックス) アマゾン 事務費 ¥2,260 85% ¥1,921 15% ¥339

88 2020/8/27 事務用品(デスクライト) アマゾン 事務費 ¥5,680 85% ¥4,828 15% ¥852

89 2020/8/29 文具(ボールペン)
ツタヤブックストア　ビーンズ戸田
公園店

事務費 ¥660 85% ¥561 15% ¥99

90 2020/8/30 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥2,700 80% ¥2,160 20% ¥540

91 2020/9/7 印鑑 楽天市場(ハンコマスストア) 事務費 ¥1,343 85% ¥1,142 15% ¥201

92 2020/9/14 ガソリン代
ENEOSフロンティア埼玉CoDD
むさし浦和店

交通費 ¥4,821 80% ¥3,857 20% ¥964

93 2020/9/17 自動車リース代(9月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

94 2020/9/23 D-file 購読料(6ヶ月分) イマジン出版株式会社 資料購入・作成費 ¥30,030 100% ¥30,030 0% ¥0

95 2020/9/26 印刷代(一般質問用写真パネル) 上戸田地域交流センター 資料購入・作成費 ¥2,000 100% ¥2,000 0% ¥0

96 2020/9/28 事務所賃貸(8月～10月分) オルテ地所開発株式会社 事務所費 ¥165,660 85% ¥140,811 15% ¥24,849

97 2020/9/28 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

98 2020/9/28 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

99 2020/9/28 ａｕ 電話料金(7月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,942 80% ¥2,354 20% ¥588

100 2020/9/28 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

101 2020/9/28 HPサーバー代 さくらインターネット 広報費 ¥1,886 85% ¥1,603 15% ¥283

102 2020/9/28 事務用品(テープカートリッジ) アマゾン 事務費 ¥680 85% ¥578 15% ¥102

103 2020/9/29 写真パネル用テープ(一般質問用) コメリ　戸田氷川店 資料購入・作成費 ¥275 100% ¥275 0% ¥0

104 2020/10/4 文具(コピー用紙) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥656 85% ¥558 15% ¥98

105 2020/10/5 事務員給与(9月分) ー 人件費 ¥14,056 85% ¥11,948 15% ¥2,108

106 2020/10/12 プロジェクター 通販物流センター 広報費 ¥41,324 85% ¥35,125 15% ¥6,199

107 2020/10/15 駐車料金
セントラルパーク　ユ・ブリュネ敷
地内駐車場

交通費 ¥400 100% ¥400 0% ¥0

108 2020/10/16 駐車料金 Parking in　戸田公園駅前 交通費 ¥300 100% ¥300 0% ¥0

109 2020/10/16 駐車料金 セントラルパーク 戸田駅東口前 交通費 ¥100 100% ¥100 0% ¥0

110 2020/10/17 自動車リース代(10月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

111 2020/10/19 駐車料金 Parking in　戸田公園駅前 交通費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

112 2020/10/19 駐車料金
スワローパーク戸田公園駅第2駐
車場

交通費 ¥600 100% ¥600 0% ¥0

113 2020/10/20 駐車料金 Parking in　戸田公園駅前 交通費 ¥400 100% ¥400 0% ¥0

114 2020/10/21 駐車料金 Parking in　戸田公園駅前 交通費 ¥100 100% ¥100 0% ¥0

115 2020/10/22 駐車料金 タイムズ北戸田 交通費 ¥300 100% ¥300 0% ¥0

116 2020/10/25 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,500 80% ¥2,800 20% ¥700

117 2020/10/26 一般質問等写真データ代 彩の国フォトサービス 広報費 ¥12,309 100% ¥12,309 0% ¥0

118 2020/10/27 駐車料金 タイムズ北戸田 交通費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

119 2020/10/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

120 2020/10/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
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負担率
自己負担額

121 2020/10/27 ａｕ 電話料金(8月分) KDDI株式会社 事務費 ¥3,081 80% ¥2,465 20% ¥616

122 2020/10/27 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

123 2020/10/27 事務用品(ルーズリーフ) アマゾン 事務費 ¥800 85% ¥680 15% ¥120

124 2020/10/27 事務用品(ルーズリーフ・穴開けパンチ) アマゾン 事務費 ¥2,243 85% ¥1,907 15% ¥336

125 2020/10/27 事務用品(プリンター用トナー) アマゾン 事務費 ¥4,980 85% ¥4,233 15% ¥747

126 2020/10/28 レポート原稿代(県政レポート第34号) 株式会社ココナラ 広報費 ¥7,650 100% ¥7,650 0% ¥0

127 2020/10/29 駐車料金 エイブルパーキング 戸田市南町 交通費 ¥600 100% ¥600 0% ¥0

128 2020/10/29 駐車料金 エイブルパーキング 戸田市南町 交通費 ¥600 100% ¥600 0% ¥0

129 2020/11/4 駐車料金 あいパル第１駐車場 交通費 ¥800 100% ¥800 0% ¥0

130 2020/11/5 事務用品(リングファイル) アスクル 事務費 ¥2,186 85% ¥1,858 15% ¥328

131 2020/11/6 HP次年度年間保守費 デザイン情報株式会社 広報費 ¥46,640 85% ¥39,644 15% ¥6,996

132 2020/11/8 駐車料金 レックスパーク新曽 交通費 ¥600 100% ¥600 0% ¥0

133 2020/11/9 駐車料金 あいパル第１駐車場 交通費 ¥300 100% ¥300 0% ¥0

134 2020/11/10 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥1,296 80% ¥1,037 20% ¥259

135 2020/11/11 レポート作成代(県政レポート第34号) デザイン情報株式会社 広報費 ¥516,263 100% ¥516,263 0% ¥0

136 2020/11/17 駐車料金 フクちゃんパーク　本町5丁目 交通費 ¥800 100% ¥800 0% ¥0

137 2020/11/17 自動車リース代(11月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

138 2020/11/19 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,823 80% ¥3,058 20% ¥765

139 2020/11/20 駐車料金
スワローパーク戸田公園駅第2駐
車場

交通費 ¥500 100% ¥500 0% ¥0

140 2020/11/23 文具(テープのり) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥258 85% ¥219 15% ¥39



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

141 2020/11/24 駐車料金
タイムズ24株式会社戸田中央総
合病院第１駐車場

交通費 ¥100 100% ¥100 0% ¥0

142 2020/11/25 駐車料金 セントラルパーク　笹目1丁目第4 交通費 ¥700 100% ¥700 0% ¥0

143 2020/11/25 文具(クリップ) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥360 85% ¥306 15% ¥54

144 2020/11/26 駐車料金 戸田笹目2丁目パーキング 交通費 ¥500 100% ¥500 0% ¥0

145 2020/11/27 ハガキ代 日本郵便株式会社 事務費 ¥1,850 100% ¥1,850 0% ¥0

146 2020/11/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

147 2020/11/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

148 2020/11/27 ａｕ 電話料金(9月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,824 80% ¥2,259 20% ¥565

149 2020/11/27 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

150 2020/11/27 事務用品(プロジェクター用バッグ) アマゾン 広報費 ¥5,327 85% ¥4,528 15% ¥799

151 2020/11/27 事務用品(PC周辺機器) アマゾン 事務費 ¥9,073 85% ¥7,712 15% ¥1,361

152 2020/11/27 事務用品(PC周辺機器) アマゾン 事務費 ¥1,536 85% ¥1,306 15% ¥230

153 2020/11/27 プリンター アマゾン 事務費 ¥29,227 85% ¥24,843 15% ¥4,384

154 2020/11/28 MicrosoftOffice年間使用料 GMOインターネット株式会社 事務費 ¥12,540 85% ¥10,659 15% ¥1,881

155 2020/11/27
事務所賃貸(2020年11月～2021年1月
分)

オルテ地所開発株式会社 事務所費 ¥149,628 85% ¥127,184 15% ¥22,444

156 2020/11/29 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥1,700 80% ¥1,360 20% ¥340

157 2020/12/1 名刺代 印刷通販グラフィック 事務費 ¥7,880 50% ¥3,940 50% ¥3,940

158 2020/12/5 駐車料金 あいパル第１駐車場 交通費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

159 2020/12/7 労働保険料 埼玉労働局 人件費 ¥1,532 85% ¥1,302 15% ¥230

160 2020/12/7 文具(クリップ) アスクル 事務費 ¥1,495 85% ¥1,271 15% ¥224



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

161 2020/12/10 レポート作成代(県政レポート第33号) KAZ 広報費 ¥30,550 100% ¥30,550 0% ¥0

162 2020/12/12 レポート印刷代(県政レポート第33号) 印刷通販プリントパック 広報費 ¥25,935 100% ¥25,935 0% ¥0

163 2020/12/16 名刺代 アドプリント 事務費 ¥907 50% ¥454 50% ¥453

164 2020/12/17 プリント代
セブンイレブン　戸田氷川町1丁目
店

資料購入・作成費 ¥320 100% ¥320 0% ¥0

165 2020/12/17 文具(コピー用紙) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥498 85% ¥423 15% ¥75

166 2020/12/17 自動車リース代(12月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

167 2020/12/18 タクシー代(事務員移動用) 大江タクシー 交通費 ¥1,000 100% ¥1,000 0% ¥0

168 2020/12/18 レポート印刷代(県政レポート第36号) デザイン情報株式会社 広報費 ¥516,263 100% ¥516,263 0% ¥0

169 2020/12/25 駐車料金
スワローパーク戸田公園駅第2駐
車場

交通費 ¥500 100% ¥500 0% ¥0

170 2020/12/25 ガソリン代 有限会社　丸金商事　笹目ＳＳ 交通費 ¥5,643 80% ¥4,514 20% ¥1,129

171 2020/12/25 名刺代 印刷通販グラフィック 事務費 ¥10,090 50% ¥5,045 50% ¥5,045

172 2020/12/28 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

173 2020/12/28 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

174 2020/12/28 ａｕ 電話料金(10月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,831 80% ¥2,265 20% ¥566

175 2020/12/28 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

176 2020/12/31 レポート作成代(県政レポート第35号) KAZ 広報費 ¥60,660 100% ¥60,660 0% ¥0

177 2021/1/3 レポート印刷代(県政レポート第35号) 印刷通販プリントパック 広報費 ¥22,755 100% ¥22,755 0% ¥0

178 2021/1/5
レポートポスティング代(県政レポート第
34号)

株式会社えにしす 広報費 ¥510,840 100% ¥510,840 0% ¥0

179 2021/1/5 灯油 株式会社オールワン 事務費 ¥1,980 85% ¥1,683 15% ¥297

180 2021/1/5 事務員給与(12月分) ー 人件費 ¥119,524 85% ¥101,595 15% ¥17,929



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

181 2021/1/6 文具(コピー用紙) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥325 85% ¥276 15% ¥49

182 2021/1/6 駐車料金
タイムズ24株式会社戸田中央総
合病院第3駐車場

交通費 ¥100 100% ¥100 0% ¥0

183 2021/1/9 名刺代 印刷通販グラフィック 事務費 ¥9,355 50% ¥4,678 50% ¥4,677

184 2021/1/10 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥2,000 80% ¥1,600 20% ¥400

185 2021/1/10 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥1,000 80% ¥800 20% ¥200

186 2021/1/15 郵便切手代 日本郵便株式会社 事務費 ¥200 100% ¥200 0% ¥0

187 2021/1/17 自動車リース代(1月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

188 2021/1/17 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,000 80% ¥2,400 20% ¥600

189 2021/1/19 レポート郵送代 戸田本町郵便局 広報費 ¥55,419 100% ¥55,419 0% ¥0

190 2021/1/21 プリント代
セブンイレブン　戸田氷川町1丁目
店

資料購入・作成費 ¥280 100% ¥280 0% ¥0

191 2021/1/25 駐車料金 It's Ypark 戸田公園第２ 交通費 ¥600 100% ¥600 0% ¥0

192 2021/1/27 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,000 80% ¥2,400 20% ¥600

193 2021/1/27 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

194 2021/1/27 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

195 2021/1/27 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

196 2021/1/27 事務用品(ACアダプター) アマゾン 事務費 ¥9,474 85% ¥8,053 15% ¥1,421

197 2021/1/27 毎日新聞購読料 毎日ID 資料購入・作成費 ¥1,078 100% ¥1,078 0% ¥0

198 2021/1/27 ａｕ 電話料金(11月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,805 80% ¥2,244 20% ¥561

199 2021/2/3 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥4,701 80% ¥3,761 20% ¥940

200 2021/2/5 事務員給与(1月分) ー 人件費 ¥167,742 85% ¥142,581 15% ¥25,161



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

201 2021/2/9
レポートポスティング代(県政レポート第
36号)

株式会社えにしす 広報費 ¥510,400 100% ¥510,400 0% ¥0

202 2021/2/10 事務用品(ラベルシール) アスクル 事務費 ¥5,710 85% ¥4,854 15% ¥856

203 2021/2/11 事務用品(ボールペン・リングファイル)
ツタヤブックストア　ビーンズ戸田
公園店

事務費 ¥3,201 85% ¥2,721 15% ¥480

204 2021/2/11 事務用品(収納ボックス) 無印良品 事務費 ¥2,490 85% ¥2,117 15% ¥373

205 2021/2/11 駐車料金
スワローパーク戸田公園駅第2駐
車場

交通費 ¥300 100% ¥300 0% ¥0

206 2021/2/14 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥3,000 80% ¥2,400 20% ¥600

207 2021/2/15 レポート作成代(県政レポート第37号) KAZ 広報費 ¥34,440 100% ¥34,440 0% ¥0

208 2021/2/15 レポート印刷代(県政レポート第37号) 印刷通販プリントパック 広報費 ¥26,005 100% ¥26,005 0% ¥0

209 2021/2/17 自動車リース代(2月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

210 2021/2/18 プリント代
セブンイレブン　戸田氷川町1丁目
店

資料購入・作成費 ¥400 100% ¥400 0% ¥0

211 2021/2/18 プリント代
セブンイレブン　戸田氷川町1丁目
店

資料購入・作成費 ¥80 100% ¥80 0% ¥0

212 2021/3/29 文具(カラーペン) 無印良品 事務費 ¥490 85% ¥417 15% ¥73

213 2021/2/22 社会保険労務士　人件費 永島社労行政事務所 人件費 ¥25,498 85% ¥21,673 15% ¥3,825

214 2021/2/27 事務所賃貸(２月分～4月分) オルテ地所開発株式会社 事務所費 ¥163,688 85% ¥139,135 15% ¥24,553

215 2021/2/28 駐車料金(2月分) 株式会社東急コミュニティー 事務所費 ¥15,000 85% ¥12,750 15% ¥2,250

216 2021/3/1 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

217 2021/3/1 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

218 2021/3/1 ａｕ 電話料金(12月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,778 80% ¥2,222 20% ¥556

219 2021/3/1 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

220 2021/3/5 事務員給与(2月分) ー 人件費 ¥194,630 85% ¥165,436 15% ¥29,194



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

221 2021/3/8 D-file 購読料(6ヶ月分) イマジン出版株式会社 資料購入・作成費 ¥30,030 100% ¥30,030 0% ¥0

222 2021/3/17 自動車リース代(3月分) トヨタレンタリース埼玉 交通費 ¥50,050 80% ¥40,040 20% ¥10,010

223 2021/3/17 プリント代
ファミリーマート　戸田笹目北町
店

資料購入・作成費 ¥230 100% ¥230 0% ¥0

224 2021/3/19 郵送代 日本郵便株式会社 事務費 ¥430 85% ¥366 15% ¥64

225 2021/3/22 事務用品(朱肉・封筒) コメリ　戸田氷川店 事務費 ¥1,554 85% ¥1,321 15% ¥233

226 2021/3/25 一般質問等写真データ代 彩の国フォトサービス 広報費 ¥7,150 100% ¥7,150 0% ¥0

227 2021/3/27 駐車料金 セントラルパーク戸田公園駅前 交通費 ¥400 100% ¥400 0% ¥0

228 2021/3/28 駐車料金(3月分) 株式会社東急コミュニティー 事務所費 ¥15,000 80% ¥12,000 20% ¥3,000

229 2021/3/29 ａｕ 電話料金(1月分) KDDI株式会社 事務費 ¥2,789 80% ¥2,231 20% ¥558

230 2021/3/29 クラウド型データ保存サービス使用料 DROPBOX 事務費 ¥1,650 85% ¥1,403 15% ¥247

231 2021/3/29 新聞購読料 YC新聞購読 資料購入・作成費 ¥4,400 100% ¥4,400 0% ¥0

232 2021/3/29 アマゾンキンドルサービス アマゾン 資料購入・作成費 ¥980 50% ¥490 50% ¥490

233 2021/3/29 毎日新聞購読料 毎日ID 資料購入・作成費 ¥1,078 100% ¥1,078 0% ¥0

234 2021/3/29
レポートポスティング代(県政レポート第
37号)

株式会社えにしす 広報費 ¥26,840 100% ¥26,840 0% ¥0

235 2021/3/29 レポート作成代(県政レポート第39号) デザイン情報株式会社 広報費 ¥549,169 100% ¥549,169 0% ¥0

236 2021/3/30
レポートポスティング代(県政レポート第
38号)

株式会社えにしす 広報費 ¥96,140 100% ¥96,140 0% ¥0

237 2021/3/31 レポート作成代(県政レポート第38号) 株式会社プラム・デザイン 広報費 ¥154,220 100% ¥154,220 0% ¥0

238 2021/3/31 文具(ボールペン)
ツタヤブックストア　ビーンズ戸田
公園店

事務費 ¥880 85% ¥748 15% ¥132

239 2021/3/31 ガソリン代
セルフ戸田新曽　株式会社シライ
シ

交通費 ¥4,653 80% ¥3,722 20% ¥931

240 2021/3/29 事務所電話代(4月～3月分) KDDI株式会社 事務費 ¥31,156 80% ¥24,925 20% ¥6,231



2020年度 政務活動費 無所属県民会議　戸田支部　 金野桃子

整理番号 支出年月日 使途 支出先 経費区分 支出額 按分率 充当額
自己

負担率
自己負担額

241 2021/2/4 来客用駐車場代等(2月、3月分) 住友林業レジデンシャル株式会社 事務所費 ¥33,980 80% ¥27,184 20% ¥6,796


