
令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧 （令和2年1月31日時点）

令和2年1月分 令和元年度支出

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 1月3日 5,000 新井田家　通夜香料 町長 4月 218,609

香料 1月4日 5,000 加藤家　通夜香料 町長 5月 62,033

祝金品 1月5日 3,960 穂別消防出初め式　御祝い 町長 6月 147,727

香料 1月8日 5,000 伊藤家　葬儀香料 企画管理G担当 7月 123,869

祝金品 1月8日 4,331 苫小牧市医師会新年交礼会　御祝い 町長 8月 107,100

祝金品 1月10日 3,449 交通安全祈願祭並びに新年交流会　御祝い 町長 9月 156,817

香料 1月17日 5,000 田湯家　葬儀香料 町長 10月 70,000

会費 1月17日 5,000 苫小牧地区保護司会新年交礼会費 町長 11月 154,182

祝金品 1月18日 4,332 苫小牧市歯科医師会新年交礼会　御祝い 町長 12月 78,626

会費 1月21日 6,000 第85回胆振東部市町議会懇談会費 町長 1月 63,242

その他 1月24日 4,670 砺波市交流使節団との昼食代 町長 2月 0

会費 1月25日 6,500 第7特科連隊創隊64周年祝賀会費 副町長 3月 0

香料 1月27日 5,000 谷口家　葬儀香料 支所長 合計 1,182,205

計 63,242



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年12月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

その他 12月2日 3,410 徳島県勝名地区町村連絡協議会への差し入れ代（視察研修のため町内宿泊）

香料 12月5日 5,000 堀江家 葬儀香料 副町長

会費 12月6日 3,000 鵡川消防団第3回幹部会議交流会費 町長

香料 12月7日 5,000 服部家 通夜香料 町長

香料 12月17日 5,000 高田家　葬儀香料 支所長

香料 12月17日 5,000 高橋家　葬儀香料 支所長

香料 12月20日 5,000 石原家 葬儀香料 副町長

香料 12月22日 5,000 有坂家 通夜香料 町長

香料 12月24日 5,000 石原家 通夜香料 副町長

祝金品 12月26日 11,664 消防団特別警戒激励会（穂別地区）　御祝い 支所長

香料 12月27日 5,000 伊藤家　葬儀香料 企画管理G担当

祝金品 12月28日 15,552 消防団特別警戒激励会（鵡川地区）　御祝い 町長

香料 12月30日 5,000 水口家 通夜香料 副町長

計 78,626



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年11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 11月2日 10,000 佐藤茂富氏（鵡川高校野球部元監督）「お別れの会」香料 町長

香料 11月2日 13,750 佐藤茂富氏（鵡川高校野球部元監督）「お別れの会」供花代 町長

その他 11月4日 15,000 駐日モンゴル国特命全権大使の歓迎夕食会費（3名分) 町長

その他 11月4日 3,300 駐日モンゴル国特命全権大使の歓迎夕食会時手土産代 町長

会費 11月5日 4,300 水防災タイムライン・カンファレンス全国大会2019in北海道　情報交換会費 副町長

その他 11月7日 16,500 アクメネ地域市とむかわ町の協力に関する意向表明式 事前懇談会費(3名分) 町長

その他 11月7日 14,693 アクメネ地域市との事前懇談会時差し入れ代 町長

その他 11月8日 4,350 アクメネ地域市長及び国際交流担当課長の昼食代 町長

その他 11月8日 7,000 アクメネ地域市長及び国際交流担当課長の食事代（ししゃも料理） 町長

その他 11月8日 4,274 アクメネ地域市長への手土産代 町長

香料 11月16日 5,000 水口家　葬儀香料 町長

会費 11月16日 5,000 自衛隊札幌地方協力本部創立63周年記念祝賀会費 支所長

その他 11月20日 22,000 北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使昼食懇親会（5名分) 副町長

祝金品 11月23日 3,015 令和元年度新穀感謝祭　御祝い 町長

香料 11月22日 11,000 木下隆志氏（元町議）供花代 町長

香料 11月23日 5,000 木下隆志氏（元町議）葬儀香料 町長

会費 11月25日 5,000 自衛隊高級幹部を送る会会費 町長

香料 11月25日 5,000 山田家　葬儀香料 支所長

計 154,182



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年10月分
支出区分 支出発生日 支出金額（円） 支出内容 出席者等

会費 10月10日 6,000 胆振管内秋季副町長会議負担金 副町長

香料 10月11日 5,000 髙橋家　葬儀香料 副町長

香料 10月13日 5,000 今村家　通夜香料 副町長

祝金品 10月15日 5,500 白老町長選挙　当選御祝い　（アレンジ花） 町長

香料 10月16日 5,000 阿部家　通夜香料 副町長

香料 10月21日 5,000 笹原家　葬儀香料 町長

会費 10月23日 8,000 北海道河川環境整備促進協議会研修会負担金及び懇談会費 副町長

会費 10月23日 5,000 秋季町長会議負担金 町長

会費 10月28日 5,000 北海道「命のみち」づくりを求める東京大会懇談会費 副町長

香料 10月30日 5,000 藤島家　通夜香料 町長

会費 10月31日 15,500 市町村長政策研究会費・懇親会費 町長

計 70,000



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年9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 9月2日 10,000 大鷹繁子氏（日高町長御母堂）通夜香料 町長

祝金品 9月7日 12,634 穂別ふるさと祭り　御祝い 支所長

香料 9月7日 5,000 竹田家　葬儀香料 副町長

香料 9月9日 10,800 中島キミ子氏（農業委員会長御母堂）供花料 町長

香料 9月9日 5,000 中島キミ子氏（農業委員会長御母堂）通夜香料 町長

祝金品 9月12日 22,140 大臣就任の御祝い【橋本聖子様】　（胡蝶蘭鉢）

香料 9月12日 5,000 池田家　葬儀香料 町長

香料 9月12日 5,000 小林家　葬儀香料 副町長

香料 9月13日 5,000 桒原家　通夜香料 町長

会費 9月17日 5,000 令和元年度胆振地域づくり連携会議懇親会費 町長

祝金品 9月17日 22,140 副大臣就任の御祝い【長谷川岳様】（胡蝶蘭鉢）

祝金品 9月20日 1,782 令和元年産米初検査　御祝い（穂別地区） 地域経済課長

祝金品 9月20日 2,959 川東第二地区機械利用組合落成式　御祝い 町長

祝金品 9月25日 4,902 令和元年産米初出荷　御祝い（鵡川地区） 町長

香料 9月27日 5,000 小林家　葬儀香料 支所長

香料 9月29日 5,000 布施家　葬儀香料 支所長

香料 9月29日 5,000 芦谷家 通夜香料 副町長

その他 9月30日 3,120 砺波市役所訪問時の手土産代 副町長

香料 9月30日 11,340 上田信和氏（前砺波市長）供花代 副町長

香料 9月30日 10,000 上田信和氏（前砺波市長）通夜香料 副町長

計 156,817



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年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

会費 8月2日 7,000 モンゴル北海道経済交流促進調査会訪問団歓迎レセプション会費 町長

会費 8月3日 15,000 市町村長政策研究会費 町長

香料 8月3日 5,000 内海家　葬儀香料 町長

香料 8月5日 5,000 宮崎家　葬儀香料 町長

香料 8月8日 5,000 大川原家　通夜香料 副町長

香料 8月12日 5,000 堀岡家　葬儀香料 支所長

香料 8月12日 10,800 中島 進氏（元鵡川町議）供花料 町長

香料 8月13日 5,000 中島 進氏（元鵡川町議）葬儀香料 町長

香料 8月22日 13,500 見野 全氏（元白老町長）供花料 副町長

香料 8月23日 10,000 見野 全氏（元白老町長）葬儀香料 副町長

香料 8月24日 5,000 北見家　葬儀香料 支所長

香料 8月28日 10,800 中村良夫氏（元穂別町議）供花料 町長

香料 8月29日 5,000 中村良夫氏（元穂別町議）葬儀香料 町長

香料 8月30日 5,000 今野家　葬儀香料 町長

計 107,100



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年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

会費 7月2日 5,500 北海道合併市町連携会議意見交換会負担金 支所長

香料 7月7日 5,000 長曽家　通夜香料

香料 7月9日 5,000 川端家　通夜香料 副町長

祝金品 7月11日 4,034 いすゞ独身寮竣工式典　御祝い 町長

会費 7月16日 3,000 むかわ町自治会町内会連合会懇談会費 町長

香料 7月19日 10,000 佐々木諭氏（農業委員・現職）通夜香料 町長

香料 7月19日 5,000 冨士家　通夜香料 副町長

香料 7月19日 10,800 佐々木諭氏（農業委員・現職）供花料

祝金品 7月21日 34,020 参議院議員選挙当選御祝い　（アレンジ花*3ヶ）

祝金品 7月23日 2,959 鵡川蔬菜園芸振興会産地交流会　御祝い 副町長

会費 7月23日 7,000 苫小牧地方総合開発期成会中央要望に係る懇談会費 町長

香料 7月25日 10,533 松本淳氏（浜中町長御尊父）通夜香料　※現金書留

祝金品 7月26日 2,959 日胆畜産共進会2019　御祝い 副町長

祝金品 7月26日 3,564 2019日胆畜産共進会（黒毛和種の部）激励会　御祝い 副町長・支所長

香料 7月27日 5,000 藤岡家　葬儀香料 企画管理G担当

会費 7月29日 5,000 自衛隊高級幹部を送る会会費 副町長

会費 7月30日 4,500 北海道治水関係促進期成会合同要望に係る懇談会費 町長

計 123,869



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年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

その他 6月1日 3,900 砺波むかわ会訪問時のお土産購入代 町長

会費 6月4日 5,000 春季副町長会議負担金 副町長

会費 6月4日 5,000 北海道新幹線×nittan地域戦略会議懇親会費 総務企画課長

香料 6月6日 5,000 新井田家　通夜香料 総務G主幹

香料 6月6日 10,000 山中 漠氏（元壮瞥町長）通夜香料 副町長

香料 6月6日 13,500 山中 漠氏（元壮瞥町長）通夜供花料

香料 6月8日 5,000 石郷岡家　通夜香料 支所長

香料 6月9日 5,000 松井家　葬儀香料 町長

祝金品 6月11日 2,959 獣魂祭　奉納（清酒） 町長

香料 6月11日 5,000 石崎家　葬儀香料 支所長

香料 6月14日 5,000 鍋城家　通夜香料 副町長

その他 6月15日 6,480 友綱親方らとの懇談会における手土産購入代 町長

会費 6月17日 5,000
水防災タイムライン・カンファレンス全国大会2019in北海道
第1回実行委員会意見交換会費 総務企画課参事

香料 6月18日 5,000 猪野家　葬儀香料 企画管理G担当

祝金品 6月18日 1,933 第43回穂別和牛生産改良組合家畜共進会　御祝い 町長・支所長

香料 6月18日 12,960 山本薫氏（前町村会事務局長・元白老町助役）通夜供花料

香料 6月19日 10,000 山本薫氏（前町村会事務局長・元白老町助役）葬儀香料 副町長

香料 6月19日 5,000 高玉家葬儀香料 町長

香料 6月21日 5,000 小松家　通夜香料

香料 6月25日 5,000 笘谷家　葬儀香料 企画管理G担当

香料 6月28日 5,000 長谷川家　通夜香料 町長

祝金品 6月29日 4,252 「胆振林業青年部」設立記念祝賀会　御祝い

会費 6月29日 6,000 「胆振林業青年部」設立記念祝賀会費 産業振興課参事

香料 6月30日 10,743 村井キミ氏（安平町副町長御母堂）　通夜香料

計 147,727



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

令和元年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

会費 5月1日 6,000 丹波篠山市誕生・市制20周年記念式典意見交換会会費 町長

会費 5月13日 6,000 平成30年北海道胆振東部地震に係る 道と被災3町長による懇談会会費 町長

会費 5月14日 5,000 春季町長会議負担金 町長

香料 5月16日 5,000 篠原家　葬儀香料 副町長

香料 5月17日 10,533 関崎悦子氏（桐丘学園理事長）通夜香料　※現金書留

会費 5月18日 1,000 吉川農林水産大臣との意見交換会負担金 町長

その他 5月22日 5,000 国民平和大行進2019募金

香料 5月25日 5,000 池本家　葬儀香料 町長

会費 5月27日 5,000 苫小牧地方総合開発期成会総会懇親会費 町長

会費 5月29日 5,000 胆振管内町村選挙管理委員会地方連合会定期総会及び研修会負担金 副町長

その他 5月30日 2,500 いすゞ本社訪問の際の手土産 町長

会費 5月31日 6,000 むかわ東京会懇親会費 町長

計 62,033



令和元年(平成31年)度　町長交際費支出一覧

平成31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

祝金品 4月3日 2,959 鵡川米麦生産販売協議会総会　御祝い

香料 4月5日 10,000 山口家（胆振振興局長御尊父）通夜香料 副町長

祝金品 4月10日 2,959 ＪＡむかわ第91回通常総会　御祝い

香料 4月11日 5,000 山口家　葬儀香料 副町長

香料 4月11日 5,000 苗加家　通夜香料 町長

祝金品 4月13日 2,468 むかわ町商工会青年部総会　御祝い 副町長

香料 4月15日 5,000 小林家　葬儀香料 副町長

香料 4月18日 5,000 清川家　葬儀香料 支所長

祝金品 4月18日 10,800 道の駅あびらD51ステーション開業記念　御祝い　（アレンジ花） 町長

祝金品 4月20日 3,068 むかわ町商工会女性部総会　御祝い 副町長

祝金品 4月21日 11,340 壮瞥町長選挙　当選御祝い　（アレンジ花）

会費 4月21日 5,000 2019となみチューリップフェア北海道友好都市ウエルカムパーティー会費 町長

香料 4月22日 10,800 佐々木家通夜･葬儀供花料 町長

香料 4月22日 10,800 東家通夜・葬儀供花料 町長

香料 4月22日 10,800 長谷川家通夜・葬儀供花料 町長

香料 4月22日 10,800 前田家通夜･葬儀供花料 町長

祝金品 4月22日 2,959 第59回通常総会(軽種馬振興会)　御祝い 町長

祝金品 4月22日 2,766 平成31年ぽぽんた市場運営管理組合総会　御祝い 町長

祝金品 4月22日 2,959 第41回鵡川蔬菜園芸振興会　通常総会　御祝い 町長

祝金品 4月22日 2,959 JAむかわ青年部第70回定期総会　御祝い 町長

祝金品 4月22日 2,184 JAむかわ女性部総会　御祝い

祝金品 4月22日 2,959 鵡川甜菜振興会総会　御祝い

祝金品 4月22日 2,959 鵡川土地改良区平成31年通常総代会　御祝い 町長

祝金品 4月22日 10,800 北海道議会議員選挙　当選御祝い【神戸議員】（アレンジ花）

その他 4月22日 6,930 砺波市訪問時のお土産購入代 町長

会費 4月22日 5,000 砺波市むかわ町交流協会との意見交換会会費 町長

その他 4月23日 48,000 平成31年度道新苫小牧政経文化懇話会年会費

香料 4月25日 5,000 長門家　葬儀香料 町長

祝金品 4月30日 11,340 兵庫県丹波篠山市誕生・市制20周年のお祝いとして

計 218,609


