
備前市議会議長 守井　秀龍 様

議員氏名 星野和也

相続代理人 星野美沙恵

記

令和3年度

添付書類

(1) 令和3年度 政務活動費収支明細書

(2) 支出に係る証拠書類

(3) その他政務活動の実績を示す資料

令 和 4 年 3 月 9 日

政務活動費収支報告書

　備前市議会政務活動費交付条例第6条の規定により、下記のとおり報告しま
す。

１ 政務活動費収支決算書兼精算書 (別紙のとおり)

２

「

す資料

視察報告や報告会、意見聴取会な



令和3年度 政務活動費収支決算書兼精算書

１ 　収　　入

金　　　額　(円) 備　　　考

300,000

300,000

２ 　支　　出

金　　　額　(円) 備　　　考

0

50,764

1,153

0

0

58,719

事務所費以外 9,932

事務所費 0

0

120,568

　３　　残　　額 179,432 円

上記の残額については、備前市議会政務活動費交付条例第7条の規定により返還します。

その他経費

合　　　　計

調査費

広報公聴費

要請・陳情活動費

資料作成費

資料購入費

事
務
費

収入項目

政務活動費

合　　　　計

使途項目

研究研修費



⑮星野和也議員　収支報告・明細書　　B 調査費

令和3年度 調　査　費 支　出　明　細　書

支出月日 金　額　(円) 支　出　内　容 政　務　活　動　の　目　的 領収証№

10月24日 50,764      ３議員合同調査
 先進地施策の調査研究「北九州水素タウン、指宿ま
るごと博物館」

B-1

 

計 50,764     



⑮星野和也議員　収支報告・明細書　　C 広報公聴費

令和3年度 広報公聴費 支　出　明　細　書

支出月日 金　額　(円) 支　出　内　容 政　務　活　動　の　目　的 領収証№

10月15日ほか 1,153      有志議員議会報告会経費  10/9～10/18の間の議会報告会 C-1

資料印刷代、マスク等衛生用品代、会場使用料、参加者湯茶代で、

報告対象とした会議分のみ8議員で按分

計 1,153      



⑮星野和也議員　収支報告・明細書　　F 資料購入費

令和3年度 資料購入費 支　出　明　細　書

支出月日 金　額　(円) 支　出　内　容 政　務　活　動　の　目　的 領収証№

1月10日 9,300      新聞購読料
 赤旗日曜版購読料（2021年4月～2022年1月）自宅用
として山陽新聞を購読 F-1

4月30日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（4月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-2

6月29日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（6月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-2

7月28日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（7月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-2

8月31日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（8月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-2

9月29日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（9月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-3

10月30日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（10月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-3

11月29日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（11月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-3

12月26日 3,400      新聞購読料
 讀賣新聞購読料（12月）自宅用として山陽新聞を購
読 F-3

5月17日 1,760      書籍購入
 保健・教育調査研究：『発達の気になる子の学習・
運動が楽しくなるﾋﾞｼﾞｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ』 F-4

7月1日 1,540      書籍購入
 教育調査研究：『伝説の家庭教師が教える門外不出
の50のルール』 F-5

7月1日 1,870      書籍購入
 総務財政・産業経済調査研究：『2040年の未来予
測』 F-5

7月1日 1,430      書籍購入
 保健衛生調査研究：『新型コロナが本当にこわくな
くなる本』 F-5

10月3日 1,540      書籍購入
 教育調査研究：『人生に必要な教養は中学校教科書
ですべて身につく12社54冊読み比べ』 F-6

10月3日 902        書籍購入
 教育調査研究：『人生に必要な知恵はすべて幼稚園
の砂場で学んだ』 F-7

10月4日 1,100      書籍購入  地方自治調査研究：『実践自治』 F-8

5月21日 1,100      書籍購入  地方自治調査研究：『実践自治』 F-9

7月21日 1,100      書籍購入  地方自治調査研究：『実践自治』 F-9

10月22日 3,772      書籍購入
 農林水産業調査研究：『季刊地域』年間購読料（年
4回） F-9

12月14日 935        書籍購入
 地方自治調査研究：『自治体DXでどうなる地方自治
の「近未来」』 F-10

12月14日 1,650      書籍購入
 保健衛生調査研究：『新型コロナウイルス感染症と
自治体の攻防』 F-10

12月14日 1,980      書籍購入
 教育調査研究『子どもの未来図　子ども期の危機と
と貧困化に抗する政策的課題』 F-11

12月14日 1,540      書籍購入  保健衛生産業経済調査研究：『コロナと地域経済』 F-11

計 58,719     



⑮星野和也議員　収支報告・明細書　　G 事務費（事務所費以外）

令和3年度 事務費（事務所費以外） 支　出　明　細　書

支出月日 金　額　(円) 支　出　内　容 政　務　活　動　の　目　的 領収証№

7月1日 1,270      iPadケース・保護フィルム
 議事調査や各種調査研究に必要なiPad（市貸与）を
丁寧かつ適正に利用するため G-1

7月1日 2,980      iPad用タッチペン
 議事調査や各種調査研究に必要なiPad（市貸与）の
効率的に利用するため G-2

10月8日 440        コピー代  調査資料のコピー代 G-3

6月28日 1,102      プリンターインク代  資料作成用 G-3

8月10日 1,160      プリンターインク代  資料作成用 G-3

10月3日 1,820      プリンターインク代  資料作成用 G-4

11月29日 1,160      プリンターインク代  資料作成用 G-4

計 9,932      


