
令和４年度　町長交際費支出一覧 令和4年9月30日現在

令和４年9月分 令和４年度支出

支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等 月 支出金額（円）

香料 9月3日 11,000 佐藤家通夜・葬儀供花料として 町長 ４月 111,332

香料 9月4日 10,000 佐藤家葬儀香料として 町長 ５月 115,276

祝金品 9月6日 4,070 穂別ふるさと祭りお祝い 支所長 ６月 59,406

香料 9月8日 5,000 水野家通夜香料として 町長 ７月 108,910

祝金品 9月10日 7,402 鵡川地区ふるさと祭りお祝い 町長 ８月 59,750

香料 9月10日 5,000 門村家通夜香料として 副町長 ９月 83,785

祝金品 9月10日 2,980 第32回北海道肉用牛共進会御祝いとして 町長 １０月

香料 9月13日 5,000 樫村家葬儀香料として 町長 １１月

香料 9月15日 5,000 花岡家葬儀香典料 支所長 １２月

祝金品 9月16日 1,793 令和４年産米　初検査お祝い 支所長 １月

香料 9月20日 5,000 丸岡家通夜香料として ２月

香料 9月23日 11,000 小岸家通夜・葬儀供花料として 町長 3月

香料 9月26日 5,000 平尾家通夜香料として 計 538,459

その他 9月26日 540 平尾家家通夜香典送料（現金書留）

香料 9月27日 5,000 五十嵐家通夜香料として 町長

計 83,785



令和４年度　町長交際費支出一覧

令和４年8月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

祝金品 8月12日 33,550 大臣就任祝いとして 町長

その他 8月13日 3,000 プレス工業(株)陸上部合宿に伴う差し入れとして

香料 8月23日 10,000 渋谷家通夜香料として 副町長

香料 8月23日 13,200 渋谷家通夜葬儀供花料として 町長

計 59,750



令和４年度　町長交際費支出一覧

令和４年7月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

香料 7月1日 5,000 小石川家通夜香料として 町長

香料 7月8日 5,000 清瀬家葬儀香料として 支所長

香料 7月11日 5,000 五十嵐家通夜香料として 町長

祝金品 7月12日 2,980 令和４年度鵡川蔬菜園芸振興会産地交流会 町長

祝金品 7月12日 34,650 第26回参議院議員選挙北海道選挙区当選祝いとして(3件分)

香料 7月14日 5,000 村上家通夜香料として 副町長

祝金品 7月21日 2,980 日胆共進会結果報告会御祝いとして 町長

その他 7月24日 5,100 (株)ワンテーブル暑中見舞いとして 町長

香料 7月25日 5,000 林家通夜香料として 副町長

香料 7月25日 5,000 中村家通夜香料として 副町長

香料 7月27日 5,000 本田家通夜香料として 副町長

香料 7月28日 5,000 吉岡家通夜香料として 町長

その他 7月29日 7,800 砺波市長夏野修様暑中見舞いとして 町長

その他 7月29日 7,700 レッドホースコーポレーション暑中見舞いとして 町長

その他 7月29日 7,700 いすゞ自動車暑中見舞いとして 町長

計 108,910



令和４年度　町長交際費支出一覧

令和４年6月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

香料 6月10日 5,000 日沼家通夜香料として 町長

祝金品 6月14日 3,476 とまこまい広域農業協同組合20周年記念式典 副町長

祝金品 6月16日 2,980 令和４年度獣魂祭奉酒

香料 6月17日 5,000 大石家葬儀香典料 支所長

香料 6月17日 5,000 松山家葬儀香典料

祝金品 6月19日 11,000 苫小牧市長選挙当選祝い 町長

香料 6月23日 13,750 川島家通夜・葬儀供花料として 町長

香料 6月27日 13,200 窪田家通夜・葬儀供花料として 町長

計 59,406



令和４年度　町長交際費支出一覧

令和４年5月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

香料 5月1日 5,000 田村家通夜香料として 町長

香料 5月5日 5,000 鳴海家葬儀香料として 支所長

香料 5月6日 5,000 井上家葬儀香料として 町長

香料 5月11日 5,000 工藤家通夜香料として 教育長代理

香料 5月17日 5,000 津川家通夜香料として 町長

香料 5月17日 11,000 津川家通夜・葬儀供花料として 町長

香料 5月17日 5,000 宮田家通夜香料として 支所長

その他 5月18日 5,000 国民平和大行進に係る募金として 副町長

香料 5月21日 5,000 横田家通夜香料として 町長

香料 5月21日 5,000 福井家通夜香料として 教育長代理

その他 5月26日 20,000 恐竜化石を活かしたまちづくり講演会講師交流会 町長

その他 5月27日 3,720 熊本県御船町長等　来町時お土産代として　 町長

その他 5月27日 3,450 熊本県御船町長等　来町時お土産代として　 町長

香料 5月28日 5,000 野田家葬儀香料として 副町長

香料 5月29日 10,000 窪田家通夜香料として 町長

香料 5月29日 5,000 葛西家通夜香料として 町長

祝金品 5月30日 3,476 苫小牧広域森林組合新製材工場竣工式 町長

香料 5月31日 5,000 冨野家葬儀香料として 副町長

祝金品 5月31日 3,630 ワークマンハウスむかわ地鎮祭奉酒 町長

計 115,276



令和４年度　町長交際費支出一覧

令和４年４月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

香料 4月1日 5,000 田中家通夜香料として 町長

その他 4月6日 40,000 令和４年度道新苫小牧政経文化懇話会年会費として 町長

祝金品 4月12日 3,024 令和４年度ＪＡむかわ通常総会 町長

香料 4月14日 5,000 宅間家通夜香料として 町長

その他 4月14日 880 宅間家通夜香典送料（現金書留）

香料 4月13日 5,000 安藤家通夜香料として 町長

香料 4月15日 5,000 中村家通夜香料として 町長

その他 4月22日 6,952 ２０２２となみチューリップフェア訪問時お土産代として 町長

香料 4月26日 5,000 岩渕家葬儀香料として 町長

祝金品 4月10日 11,000 洞爺湖町長選挙当選祝い 町長

祝金品 4月12日 11,000 安平町長選挙当選祝い 町長

その他 4月22日 3,476 令和４年度安全祈願祭（穂別ダム） 町長

香料 4月19日 5,000 菅原家葬儀香典料

香料 4月28日 5,000 佐藤家葬儀香典料 支所長

計 111,332


