
様式第８号（第６条関係）  

政務活動費収支報告書（会派用）  

 

令和４年４月１日  

 

 

滝沢市議会議長  日向  清一 様  

 

 

住 所 滝沢市鵜飼鬼越１６番地９０  

会 派 の 名 称 日本共産党  

代表者の氏名 仲田 孝行             

 

 

滝沢市議会の政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）の規定により、

下記のとおり令和３年度政務活動費の収支報告書を提出します。  

 

記  

 

１ 収入  

  政務活動費  ３６０,０００ 円（令和３年４月分から令和４年３月分まで）  

 

２ 支出                            （単位：円）  

項  目  金  額  備  考  

調 査 研 究 費 ０   

研 修 費 ０   

要請陳情等活動費  ０   

会 議 費 ０   

資 料 作 成 費 ０   

資 料 購 入 費 ７５，１８０円  新聞購読料  他  

広 報 費 ０   

事 務 費 ０   

その他の経費  ０   

合 計 ７５，１８０円   

 

３ 剰余金（返還額）          ２８４,８２０ 円  

 

４ 預金等利子                   ０ 円  

 

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。  



年月日 項目 支出内容 支出先 受入 支払 残高

R3.4.12 政務活動費 上期分：15,000円×2人×6カ月 180,000 180,000

R3.10.11 政務活動費 下期分：15,000円×2人×6カ月 180,000 360,000

R3.10.15 資料購入費
日本教育新聞購読料（令和3年5月
～令和3年9月）

日本教育新聞社 13,750 346,250

R3.10.15 資料購入費
月刊保育情報（令和3年6月～令和
4年5月）

保育者緩急会 8,400 337,850

R3.10.15 資料購入費 不登校に陥る子どもたち 新いわて社 1,650 336,200

R3.10.15 資料購入費
全国農業新聞購読料（令和2年10
月～令和3年3月）

岩手県農業会議 4,200 332,000

R3.10.15 資料購入費 「住民と自治」購読料(年間分)
NPO法人岩手地
域研究会

7,080 324,920

R3.10.15 資料購入費
新聞「農民」購読料（令和3年1月
～令和3年12月）

農民運動岩手県
連合会

9,000 315,920

R3.10.15 資料購入費
全国商工新聞購読料（令和3年5月
～令和3年12月）

全国商工団体連
合会

4,000 311,920

R4.3.14 資料購入費 長寿社会の地域公共交通 新いわて社 2,200 309,720

R4.3.14 資料購入費
日本教育新聞購読料（令和3年10
月～令和4年3月）

日本教育新聞社 16,500 293,220

R4.3.14 資料購入費
全国農業新聞購読料（令和3年4月
～令和3年9月）

岩手県農業会議 4,200 289,020

R4.3.14 資料購入費
全国商工新聞購読料（令和4年1月
～令和4年3月）

全国商工団体連
合会

1,500 287,520

R4.3.25 資料購入費
生活と健康を守る新聞購読料（令
和3年12月～令和4年2月）

全国生活と健康
を守る会連合会

2,700 284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

284,820

360,000 75,180 284,820

政務活動費収入支出記入簿（令和３年度）

（№　1　）



令和３年度政務活動費仕訳明細書 【資料購入費】

整理
番号

支　　出　　内　　容 金　額

1 日本教育新聞購読料（令和３年５月～令和３年９月） 13,750

2 月刊保育情報（令和３年６月～令和４年５月） 8,400

3 不登校に陥る子どもたち 1,650

4 全国農業新聞購読料（令和２年１０月～令和３年３月） 4,200

5 「住民と自治」購読料（年間分） 7,080

6 新聞「農民」購読料（令和３年１月～令和３年１２月） 9,000

7 全国商工新聞購読料（令和３年５月～令和３年１２月） 4,000

8 長寿社会の地域公共交通 2,200

9 日本教育新聞購読料（令和３年１０月～令和４年３月） 16,500

10 全国農業新聞購読料（令和３年４月～令和３年９月） 4,200

11 全国商工新聞購読料（令和４年１月～令和４年３月） 1,500

12 生活と健康を守る新聞購読料（令和３年１２月～令和４年２月） 2,700

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 75,180            



政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  １ 

調査研修等  

名称  日本教育新聞  購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年５月１３日  

支出金額  １３，７５０  円  

支出内訳  
令和３年５月 ～ 令和３年９月分  

２，７５０円×５ヶ月＝１３，７５０円  

参加議員名   

 

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ２  

調査研修等  

名称  月刊保育情報  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年７月５日  

支出金額  ８，４００円  

支出内訳  
令和３年６月～令和４年５月分  

７００円×１２ヶ月＝８，４００円  

参加議員名   

 

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ３  

調査研修等  

名称  不登校に陥る子どもたち  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年５月２２日  

支出金額  １，６５０円  

支出内訳   

参加議員名   

 

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ４  

調査研修等  

名称  全国農業新聞  購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年８月２０日  

支出金額  ４，２００ 円  

支出内訳  
令和２年１０月～令和３年３月分 

７００円×６ヶ月＝４，２００円 

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ５  

調査研修等  

名称  「住民と自治」購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年７月２０日  

支出金額  ７，０８０ 円  

支出内訳  
年間分  ７，０８０円  

 

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ６  

調査研修等  

名称  新聞「農民」購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年６月１５日  

支出金額  ９，０００ 円  

支出内訳  
令和３年１月～令和３年１２月分 

７５０円×１２ヶ月＝９，０００円  

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ７  

調査研修等  

名称  全国商工新聞 購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年５月１５日、令和３年６月１５日  

支出金額  ４，０００ 円  

支出内訳  
令和３年５月～令和３年１２月分  

５００円×８ヶ月＝４，０００円  

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     













政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ８  

調査研修等  

名称  長寿社会の地域公共交通  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年５月２２日  

支出金額  ２，２００ 円  

支出内訳   

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  ９ 

調査研修等  

名称  日本教育新聞  購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年１１月１５日  

支出金額  １６，５００  円  

支出内訳  
令和３年１０月 ～ 令和４年３月分  

２，７５０円×６ヶ月＝１６，５００円  

参加議員名   

 

 

報告者氏名  川口 清之     





政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  １０  

調査研修等  

名称  全国農業新聞  購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和３年１２月２８日  

支出金額  ４，２００ 円  

支出内訳  
令和３年４月～令和３年９月分  

７００円×６ヶ月＝４，２００円 

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     







政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  １１  

調査研修等  

名称  全国商工新聞 購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和４年２月１５日  

支出金額  １，５００ 円  

支出内訳  
令和４年１月～令和４年３月分   

５００円×３ヶ月＝１，５００円  

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     









政務活動費に係る支出仕訳書 （会派名 日本共産党 ）  

執行伺 

代表者 経理責任者  

仲田 孝行  川口 清之  

支出項目  資料購入費  整理番号  １２  

調査研修等  

名称  生活と健康を守る新聞  購読料  

場所   

支出年月日  

調査研修等   

上記以外  令和４年３月１８日  

支出金額  ２，７００ 円  

支出内訳  
令和３年１２月 ～ 令和４年２月分  

９００円×３ヶ月＝２，７００円 

参加議員名   

≪受領書等添付欄≫  

 

報告者氏名  川口 清之     






