
月　　日 支　出　先 摘　   　要 収　　　入 支　　　出 予算 予算区分 執行区分
H17.4.21 木宮 画用紙　壬生野小 0 3,255 地域 事業(原材) 生活環境

百五ＢＫ 振込料 0 105 地域 事業(役務) 事務局
H17.4.28 ＮＴＴ 電話料 0 2,520 設立 事務(役務) 事務局

伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局
H17.5.11 杉田文具 用紙 0 2,625 地域 事業(原材) 教育文化

三重ＢＫ 振込料 0 420 地域 事業(役務) 事務局
H17.5.29 酒の名阪 総会　お茶 0 8,971 設立 事務(需用) 事務局
H17.6.1 ＮＴＴ 電話料 0 2,528 設立 事務(役務) 事務局

伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局
オ－クワ お茶代（役員会） 0 5,490 設立 事務(需用) 事務局

H17.6.7 伊賀市 設立交付金 700,000 0 設立 交付金 事務局
H17.6.7 双葉器械店 トナ－。用紙等 0 33,886 設立 広報公聴 事務局

伊賀北部農協 振込料 0 735 設立 事務(役務) 事務局
H17.6.6 ミセスマ－ト お茶代（総会準備） 0 4,620 設立 事務(需用) 事務局
H17.6.7 郷 総会資料作成弁当代 0 10,500 設立 事務(需用) 事務局
H17.6.9 ミセスマ－ト お茶代（総会） 0 1,760 設立 事務(需用) 事務局

H17.6.15 伊賀市 地域交付金 900,000 0 地域 交付金 事務局
双葉器械店 ファイル 0 2,990 設立 事務(需用) 事務局
伊賀北部農協 振込料 0 315 設立 事務(役務) 事務局

H17.6.15 福田印刷 印刷代（まちづくり計画） 0 168,000 設立 広報公聴 広報公聴
伊賀北部農協 振込料 0 630 設立 広報(役務) 広報公聴
伊賀郵便局 切手 0 2,400 設立 事務(役務) 事務局
生きがいセンタ－ 使用料（総会） 0 1,000 設立 事務(使用) 事務局

H17.6.28 はんの島津 名刺（事務局長） 0 2,500 設立 事務(需用) 事務局
伊賀郵便局 切手 0 4,000 設立 事務(役務) 事務局

H17.6.28 会費 １６名分（役員会負担金） 16,000 0 設立 負担金 事務局
ミセスマ－ト 役員会 0 12,120 外 事務(需用) 事務局
郷 役員会 0 25,500 外 事務(需用) 事務局
ＮＴＴ 電話料 0 2,564 設立 事務(役務) 事務局
伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局

H17.7.21 ファミリ－マ－ト お茶代（広報公聴委員会） 0 1,574 設立 広報公聴 広報公聴
H17.7.22 ミセスマ－ト お茶代（役員会） 0 788 設立 事務(需用) 事務局

オ－クワ お菓子代（野花しょうぶ観察会） 0 4,140 地域 事業(需用) 教育文化
キタムラ 写真代（野花しょうぶ観察会） 0 2,360 地域 事業(需用) 教育文化
安全 食材（野花しょうぶ観察会） 0 23,795 地域 事業(原材) 教育文化
伊賀北部農協 振込料（安全） 0 525 地域 事業(役務) 教育文化

H17.7.25 木宮 色鉛筆等（野花しょうぶ観察会） 0 8,059 地域 事業(原材) 教育文化
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H17.7.25 伊賀北部農協 振込料（木宮） 0 420 地域 事業(役務) 教育文化
双葉器械店 デジカメ、カラープリンター 0 96,705 設立 事業(備品) 事務局
伊賀北部農協 振込料（双葉） 0 735 設立 事業(役務) 事務局
春日製茶 お茶代（会議用） 0 500 設立 事務(需用) 事務局

H17.7.29 南出商店 お茶代（広報公聴委員会） 0 1,500 設立 広報公聴 広報公聴
大和工芸 看板 0 34,755 地域 事業(原材) 生活環境

H17.8.5 協和木材 看板 0 7,917 地域 事業(原材) 生活環境
伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局
参加費 参加者負担金（滝川まつり） 44,600 0 地域 負担金 産業交流
オ－クワ 昼食代（滝川まつり） 0 11,076 地域 事業(需用) 産業交流
オ－クワ 反省会（滝川まつり） 0 8,703 外 事業(需用) 産業交流
キタムラ 写真代（滝川まつり） 0 2,320 地域 事業(需用) 産業交流
双葉器械店 イベント材料（滝川まつり） 0 10,240 地域 事業(原材) 産業交流
伊賀北部農協 イベント材料（滝川まつり） 0 2,000 地域 事業(原材) 産業交流
伊賀北部農協 イベント食材（滝川まつり） 0 10,420 地域 事業(原材) 産業交流
伊賀北部農協 オードブル（滝川まつり） 0 9,450 外 事業(需用) 産業交流
カ食堂 カキ氷（滝川まつり） 0 13,900 地域 事業(原材) 産業交流
鍵屋辻淡水魚センタ－ （鮎）滝川まつり 0 75,000 地域 事業(原材) 産業交流

H17.8.15 伊賀北部農協 貯金利息 1 0 設立 預金利子 事務局
大和工芸 看板 0 1,000 地域 事業(原材) 生活環境

H17.8.29 伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局
H17.8.31 双葉器械店 事務用品（トナー　２本） 0 53,550 設立 広報公聴 事務局

双葉器械店 事務用品（コピー用紙等） 0 29,101 設立 広報公聴 事務局
双葉器械店 ネームタッグ 0 13,456 地域 事業(需用) 産業交流

H17.9.5 杉田文具 上質紙（文化まつり） 0 9,345 地域 事業(需用) 教育文化
双葉器械店 カラ－袢天 0 211,680 地域 事業(需用) 事務局
双葉器械店 トナ－ 0 26,775 設立 広報公聴 事務局
ＮＴＴ 電話料 0 2,564 設立 事務(役務) 事務局
ＮＴＴ 電話料 0 2,537 設立 事務(役務) 事務局

H17.9.20 双葉器械店 事務用品（カラー用紙等） 0 5,646 設立 広報公聴 事務局
伊賀市社協 活動保険 0 23,700 地域 事業(役務) 事務局
伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局

H17.10.11 ＮＴＴ 電話料 0 2,584 設立 事務(役務) 事務局
オ－クワ お茶代（文化まつり） 0 3,040 地域 事業(原材) 教育文化
キタムラ 写真代（文化まつり） 0 6,816 地域 事業(需用) 教育文化
山本クリ－ニング 白布（文化まつり） 0 25,900 地域 事業(原材) 教育文化
伊賀市 体育館使用料（文化まつり） 0 5,500 地域 事務(使用) 教育文化
コメリ ビデオテープ（文化まつり） 0 818 地域 事業(需用) 教育文化
伊藤嘉清 看板代（文化まつり） 0 5,000 地域 事業(原材) 教育文化



西田文教社 事務用品（文化まつり） 0 5,221 地域 事業(原材) 教育文化
H17.10.20 柘植電気 水銀球（文化まつり） 0 17,325 地域 事業(需用) 教育文化

伊賀郵便局 切手 0 1,600 設立 事務(役務) 事務局
中原正美 視察土産（山岡町研修） 0 2,300 設立 事例研修(報償) 事務局
まちうくり山岡 資料代（山岡町研修） 0 20,500 設立 事例研修(旅費) 事務局

H17.10.20 山岡おばあちゃん市 昼食代（山岡町研修） 0 22,050 設立 事例研修(旅費) 事務局
滋賀バス バス借上（山岡町研修） 0 113,837 設立 事例研修(使用) 事務局
伊賀北部農協 振込料 0 735 設立 事務(役務) 事務局
双葉器械店 お茶代（山岡町研修） 0 9,816 設立 事例研修(需用) 事務局
運転手お礼 バス借上（山岡町研修） 0 2,000 外 事例研修(使用) 事務局
なかもり 役員会（山岡町研修） 0 18,000 外 事例研修(需用) 事務局

H17.10.21 双葉器械店 事務用品（ポスト） 0 4,872 地域 事業(需用) 窓口運営
双葉器械店 事務用品（図書カード消耗品） 0 3,562 地域 事業(需用) 窓口運営

H17.10.28 伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 事務局
ＮＴＴ 電話料 0 2,546 設立 事務(役務) 事務局

H17.11.11 佐那具郵便局 はがき（懇親会返信用） 0 3,000 外 事務(役務) 事務局
伊賀支所 住民票（陸運局申請） 0 300 地域 事業(需用) 地域防犯
伊賀市 助成金 200,000 0 設立 交付金 事務局

H17.11.17 西柘植まちづくり 人権研修負担金 0 27,688 設立 事例研修(旅費) 人権同和
H17.11.21 福田印刷 会報印刷（コミュニティ１０号） 0 7,350 設立 広報公聴 広報公聴
H17.11.17 双葉器械店 事務用品（ラミネ－ト） 0 36,645 設立 事業(備品) 事務局
H17.11.17 双葉器械店 事務用品（テプラ） 0 30,030 設立 事業(備品) 事務局
H17.11.17 双葉器械店 事務用品（カラー用紙等） 0 5,210 設立 広報公聴 広報公聴
H17.11.17 山口商会 地域防犯（青色回転灯） 0 21,840 地域 事業(需用) 地域防犯
H17.11.17 三重ＢＫ 振込料 0 105 地域 事業(役務) 地域防犯
H17.11.17 東京スリ－エム 地域防犯（防犯マグネット） 0 13,650 地域 事業(原材) 地域防犯
H17.11.17 新生社 地域防犯（防犯ブザー） 0 33,600 地域 事業(原材) 地域防犯

売上金 もみじ祭 64,420 0 地域 雑収入 産業交流
H17.11.2 オ－クワ イベント資材（もみじ祭） 0 9,846 地域 事業(原材) 産業交流
H17.11.3 オ－クワ 反省会（もみじ祭） 0 16,060 外 事業(需用) 産業交流

H17.11.18 伊賀市 助成金 250,000 0 地域 交付金 事務局
西柘植まちづくり 山岡町研修 34,243 0 設立 負担金 事例研修
柘植まちづくり 山岡町研修 59,924 0 設立 負担金 事例研修
伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 広報公聴
伊賀郵便局 切手 0 1,600 設立 事務(役務) 事務局

H17.1.23 オ－クワ 講習お茶代（地域防犯） 0 1,822 地域 事業(需用) 地域防犯
H17.1.23 郷 講習食事代（地域防犯） 0 15,000 地域 事業(需用) 地域防犯

H17.11.29 宮田商会 環境美化ゴミ袋 0 9,870 地域 事業(原材) 生活環境
H17.11.29 双葉器械店 事務用品（カラー用紙等） 0 2,919 設立 広報公聴 広報公聴



H17.12.2 伊賀郵便局 切手 0 2,240 設立 事務(役務) 事務局
H17.12.5 日本興亜損保 環境美化活動保険料 0 8,880 地域 事業(役務) 生活環境
H17.12.5 伊賀北部農協 振込料 0 420 地域 事業(役務) 生活環境
H17.12.5 コンツナ 地域防犯ブルゾン、キャップ 0 66,945 地域 事業(需用) 地域防犯
H17.12.8 田中園芸 イベント資材（もみじ祭） 0 24,960 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 沢野明郎 イベント資材（もみじ祭） 0 5,500 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 ヤマギシ イベント資材（もみじ祭） 0 20,000 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 西口澄子 イベント資材（もみじ祭） 0 4,060 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 伊賀北部農協 イベント資材（もみじ祭） 0 19,000 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 伊賀北部農協 イベント資材（もみじ祭） 0 1,365 地域 事業(原材) 産業交流
H17.12.8 北村武久 イベント資材（もみじ祭） 0 9,000 地域 事業(原材) 産業交流

H17.12.20 コンツナ 地域防犯ブルゾン、キャップ 0 33,498 地域 事業(需用) 地域防犯
H17.12.20 双葉器械店 事務用品等 0 4,923 設立 事務(需用) 事務局
H17.12.20 ＮＴＴ 電話料 0 2,644 設立 事務(役務) 事務局
H17.12.20 伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 広報公聴

H18.1.5 双葉器械店 事務用品 0 5,995 設立 事務(需用) 事務局
H18.1.8 中森商店 会議費 0 8,040 外 事務(需用) 事務局

H18.1.12 オ－クワ 台所用品他 0 3,383 設立 事務(需用) 事務局
H18.1.14 サ－クルＫ 切手 0 1,600 設立 事務(役務) 事務局
H18.1.16 福田印刷 門松印刷 0 9,922 地域 広報公聴 広報公聴
H18.1.16 福田印刷 会報印刷（コミュニティ１１号） 0 7,350 設立 広報公聴 広報公聴
H18.1.16 伊賀北部農協 振込料 0 525 地域 広報(役務) 広報公聴
H17.1.19 伊賀市 印刷機使用料（交通網調査） 0 2,200 地域 事業(需用) 産業交流
H17.1.19 中日本高速 青色防犯灯申請通行料 0 7,600 地域 事務(旅費) 地域防犯
H17.1.19 軽自動車協会 青色防犯灯申請用紙 0 160 地域 事業(需用) 地域防犯
H17.1.19 立山事務長 青色防犯灯申請旅費 0 26,233 地域 事務(旅費) 地域防犯
H18.1.23 伊賀市 住民票（車両リース） 0 300 地域 事業(需用) 地域防犯
H18.1.27 双葉器械店 事務用品（トナー） 0 26,775 設立 広報公聴 事務局
H17.1.19 双葉器械店 事務用品（会計ゴム印） 0 840 設立 事務(需用) 事務局

ＮＴＴ 電話料 0 2,564 設立 事務(役務) 事務局
H18.1.30 伊賀上野ＣＴ 受信料 0 3,990 設立 広報(役務) 広報公聴
H18.1.31 基金運用 財政調整基金取り崩し 500,000 0 財政調整基金
H18.1.31 宮田自動車 青色回転灯パトロール車使用料 0 483,770 地域 事務(使用) 地域防犯
H18.2.10 ＮＴＴ 電話料（１月分） 0 2,528 設立 事務(役務) 事務局
H18.2.12 宮脇書店 ときめきサロン・図書購入費 0 12,307 設立 広報公聴 窓口運営
H18.2.14 宮脇書店 ときめきサロン・図書購入費 0 18,734 設立 広報公聴 窓口運営
H18.2.16 コンツナ 地域防犯ブルゾン、キャップ 0 44,630 地域 事業(需用) 地域防犯
H18.2.22 双葉器械店 事務用品 0 5,156 設立 事務(需用) 事務局
H18.2.28 伊賀上野ＣＴ 受信料（１月分） 0 3,990 設立 広報(役務) 広報公聴



H18.3.3 双葉器械店 ときめきサロン設置経費　　 0 37,481 設立 広報公聴 窓口運営
H18.3.3 三重ＢＫ 振込料 0 630 設立 広報公聴 窓口運営
H18.3.3 福田印刷 会報印刷（コミュニティ１２号） 0 7,350 設立 広報公聴 広報公聴
H18.3.3 三重ＢＫ 振込料 0 420 地域 広報(役務) 広報公聴
H18.3.3 JAいがほくぶ 利子 2 0 設立 預金利子 事務局

H18.3.10 ＮＴＴ 電話料（２月分） 0 2,528 設立 事務(役務) 事務局
H18.3.10 伊賀市 設立交付金 100,000 0 設立 交付金 事務局
H18.3.10 伊賀市 地域交付金 258,000 0 地域 交付金 事務局
H18.3.17 トックス情報システム HP作成費用 0 7500 外 事務(需用) 事務局
H18.3.17 三重ＢＫ 振込料 0 420 外 事務(需用) 事務局
H18.3.17 松本薬品 環境看板 0 6,563 地域 事業(原材) 生活環境
H18.3.17 里金商事 環境看板 0 4,250 地域 事業(原材) 生活環境
H18.3.17 宮脇書店 ときめきサロン・図書購入費 0 6,969 設立 広報公聴 窓口運営
H18.3.20 山下種苗農園 桜苗木植樹経費 0 29,500 地域 事業(原材) 生活環境
H18.3.20 双葉器械店 ときめきサロン設置経費　　 0 13,440 設立 広報公聴 窓口運営
H18.3.20 川東区 公民館使用料 0 3,000 設立 事務(使用) 事務局
H18.3.20 分権自治委員会 委員会活動費 0 7,880 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.20 人権同和委員会 委員会活動費 0 20,191 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.20 健康福祉委員会 委員会活動費 0 5,823 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.20 生活環境委員会 委員会活動費 0 28,769 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.20 教育文化委員会 委員会活動費 0 2,904 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.20 産業交流委員会 委員会活動費 0 17,094 設立 事務(需用) 事務局
H18.3.25 春日神社 防犯パトロール出発祈願 0 10,000 外 事務(需用) 事務局
H18.3.27 立山事務長 防犯車両申請旅費 0 22,400 地域 事務(旅費) 地域防犯
H18.3.27 中日本高速 通行料 0 6,250 地域 事務(旅費) 地域防犯
H18.3.27 北村会長 地域防犯車両借用料金 0 28,749 地域 事業(需用) 地域防犯
H18.3.28 柘植地域まちづくり 人権研修 0 36,613 設立 事例研修(旅費) 人権同和
H18.3.28 双葉器械店 ときめきサロン設置経費　　 0 5,632 設立 広報公聴 窓口運営
H18.3.28 伊賀上野ＣＴ 受信料（2月分） 0 3,990 設立 広報(役務) 広報公聴
H18.3.28 基金運用 財政調整基金積み立て -350000 0 財政調整基金
H18.3.28 次年度繰越金 0 26,680

合　　　計 2,777,190 2,777,190
2777190 2777190


