
１　収　　　入
　政務調査費 21,000,000  円

２　支　　　出 （単位：円）

項目 支出額 備　　　　　考

調 査 研 究 費 321,119 内訳は別紙のとおり

研 修 費 92,480

会 議 費 102,445

資 料 作 成 費 1,215,950

資 料 購 入 費 1,368,305

広 報 費 5,780,356

事 務 所 費 0

事 務 費 1,357,006

人 件 費 7,556,415

合 計 17,794,076

３　残余　　 3,205,924 円

平成２４年度　政務調査費収支報告書

会派名　日本共産党兵庫県会議員団



主たる支出の内訳 （別紙）

項　目 備　考

１．調査研究費 ①県外調査費 58,210 円 ①県外調査費

②県内調査費 54,339 円 会派雇用職員１名分の交通費、参加費

③その他の調査 208,570 円 2012/9/13　石油コンビナート等防災計画に
ついての調査　東日本大震災後の見直し点
等、当局からヒアリング(千葉県）

小計 321,119 円 2013/1/26　全国災対連フォーラム「都市型
災害にどう備えるか」（東京都）

②県内調査費

特に表記のない場合、会派雇用職員１名分
の交通費等

2012/9/21　コンビナート防災について姫路
港湾内船上調査

2012/10/9　生活援助時間短縮問題で介護事
業所に調査

2012/11/15　自然エネルギーに関する調査
（淡路島）南あわじウィンドファーム風力
発電、淡路県民局、淡路メガワットソー
ラーの視察　議員3名、会派雇用職員1名の
交通費と見学料

2013/1/17　阪神淡路大震災18年集会「東日
本大震災1年10ヶ月　宮城のいま」参加

2013/1/31　木質バイオマス活用と林業振興
について調査（宍粟市）宍粟市役所、木材
センター、木質ペレット工場の見学
議員2名、会派雇用職員1名の交通費

2013/2/14　小児救急、周産期医療について
（西脇市民病院）調査

2013/2/15　小児救急、周産期医療について
（加古川西市民病院）調査

2013/2/20　県予算案分析調査　会議室使用料

2013/2/22　介護、24時間LSA配置事業等に
ついて介護事業所へ調査（尼崎市）

2013/3/2　24時間定期巡回・随時対応型訪
問介護看護について介護事業所へ聞き取り
調査

③その他の調査

調査委託料「夢前産廃処理場予定地調
査」、国土問題研究会に調査委託

主な支出内訳



項　目 備　考主な支出内訳

２．研修費 92,480 円 会派雇用職員2名の交通費、参加費、宿泊費
の一部（食費をのぞく）

2012年７月21日～23日
第54回全国自治体学校in浜松（自治体問題
研究所主催、静岡県）

1日目　全体会「みんなでつくるホンモノの地方
自治」 パネル討論、総括講演「『分権改革』と地
方財政」（川瀬憲子・静岡大教授）等

2日目　現地分科会　「健全で安全な水循環を考
える」「災害から住民を守る」

3日目　特別講演「東海地震による浜岡原発
のリスク管理を考える」渡辺敦雄・NPO法人
APAST事務局長

３．会議費 ①会派総会開催費 5,300 円 ①会派総会開催費

②政務調査会開催費 6,149 円 2012年4月23日　会議室使用料　午前9時～
午後5時　ひょうご女性交流館

③県民・団体との意
見交換会経費

90,996 円 ②政務調査会開催費

小計 102,445 円 2012年8月8日・9日　政務調査会
2013年1月9～11日　政務調査会
ペットボトル茶代の一部
③県民・団体との意見交換会経費
2012年６月19日　「県立こども病院移転問
題」県政報告・意見交換会（於県民会館）
会場使用料、案内はがき・ビラ作成費、案
内郵送料、ペットボトル茶代　等

2012年８月25日　県政報告・意見交換会
（於県民会館）
会場使用料、案内はがき・ビラ作成費、案
内郵送料、ペットボトル茶代　等

４．資料作成費 ①政調資料作成費 1,215,580 円 ①政調資料作成費、送料

②資料コピー代 370 円 政調資料冊子（通称オレンジパンフ）
Ｎｏ43「予算組み替え提案」1940部

2013年度重要政策提言　400冊

小計 1,215,950 円 2013年度予算への申入書　400冊
政調資料冊子（通称オレンジパンフ）
Ｎｏ44「予算組み替え提案」2500部

②資料コピー代

総合事業審査会資料コピー代（情報公開請
求）



項　目 備　考主な支出内訳

５．資料購入費 ①新聞購読料 504,132 円 ①新聞購読料

②雑誌購読料 132,880 円 「神戸新聞」地方版「日本経済新聞」「産
経新聞」「朝日新聞」「読売新聞」「赤
旗」日刊・日曜版、「兵庫民報」「大阪民
主新報」「守る新聞」「新婦人新聞」「京
都民報」「婦民新聞」「兵庫ジャーナル」
「商工新聞」「農業新聞」「丹波新聞」等

③書籍購入費 731,293 円
②雑誌購読料

小計 1,368,305 円 「月刊　保育情報」「女性＆運動」
「福祉のひろば」「ゆたかなくらし」

「女性のひろば」「季刊　人権問題」
「いつでも元気」「建設政策」
「自治と分権」「前衛」「経済」「議会と
自治体」
「地方財務」「地域開発」
「21世紀ひょうご」
「月刊　障害者問題情報」
「ひょうご経済戦略」
「憲法問題」「学童保育」

③書籍購入費

現行法規総覧、判例通達　実務大六法、兵
庫県法規集

「地域再生と町会・自治会」「指定都市の
区役所と住民自治」

真田是（社会保障研究）著作集

「消費税が日本をだめにする」

「現行法規総覧」「実務大六法」

「11年空気の汚れ全県調査結果報告書」

「緊急提言　大震災・原発事故から命とく
らしを守る」

「災害に強いまちづくり」

「石巻赤十字病院の100日間」「この国に生
まれてよかったか―生活保護利用者438人命
の叫び」「大震災とこどもの貧困白書」
「医療クライシスを超えて」「３・１１後
の産業・エネルギー政策と学術･科学技術政
策」

「阪神・淡路大震災と神戸の地盤」「阪
神・淡路大震災と神戸の活断層」

「2012年版　国保ハンドブック」

「兵庫県政便覧」2012年版

「橋下維新の会がやりたいこと」

「地域と雇用をつくる産業連関分析入門」
「産直市場はおもしろい」「新市町村議会
の常識」



項　目 備　考主な支出内訳

「問われる正義　大阪泉南アスベスト国倍
訴訟の焦点」「石の綿　マンガで読むアス
ベスト問題」「大阪『教育改革』が問う教
育と民主主義」「地震と津波　メカニズム
と備え」「教育と福祉の出会うところ」
「市民が作った電力会社　」「新たな防災
対策への転換」「公教育の無償性を実現す
る」「ディーセントワークと新福祉国家構
想」

「新採教師の死が遺したもの　法廷で問わ
れた教育現場の過酷」「アスベスト惨禍を
国に問う」

パンフレット「米軍基地」「平和大会　安
保なくす」

「間違いだらけの生活保護バッシング」
「住民の暮らしを包括的に支えるケアシス
テムを考える」「日本の現場　地方紙で読
む2012」

「また福祉が人を殺した」「餓死・孤立死
の頻発を見よ」「女性白書２０１２」

「『地域主権改革』と自治体の課題」「橋
下大阪維新と自治体のかたち」「橋下ポ
ピュリズムと民主主義」

「2013春闘白書」（データ集）

「教育委員会月報」

６．広報費 ①県政報告発行費 5,410,756 円 ①県会報告発行費（送料含む）

②ホームページ作成
費・維持費

369,600 円 ・日本共産党県議団県会報告　2色刷り
各50～60万枚　作成費、運送料

小計 5,780,356 円 　夏季号（149号）
　6月議会についての報告等
　秋季号（150号）
　9月議会についての報告等
　新年号（151号）
　12月議会についての報告等
　春季号（152号）
　2月議会の報告、新年度予算の特徴等

　号外「県立こども病院のポートアイラン
ドへの移転問題」（1色刷り）

②ホームページ更新料等
　2012年4月～2012年3月分

７．事務所費 0 円

８．事務費 ①電話使用料 225,768 円 ①FAX、インターネット通信含む

②郵送料 3,860 円 ②政調資料などの郵送料

③コピー・印刷機・
FAXリース料

1,069,578 円 ③コピー機リース料・印刷機、保守・点
検、コピー用紙・印刷機インク代等

④事務用品・消耗品
購入費

57,800 円 ④事務用品・消耗品

小計 1,357,006 円 ファイルボックス、リングファイル、クリ
アフォルダ、紙ファイル、付箋、のり、書
類仕切り、CD－R、DVD－R（資料記録用）
電動パンチ修理代、部品代



項　目 備　考主な支出内訳

９．人件費 ①政務調査補助職員
雇用経費（２名)

7,556,415 円 ①会派雇用職員2名分の給与、社会保険料・
労働保険料の雇用者負担分、通勤交通費
2012年11月、12月分の一部
2012年4月～2012年10月分、2013年1～3月分

小計 7,556,415 円


