
市長交際費 

 

交際費執行状況（平成29年3月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

祝儀･生花 平成29年3月3日 8,000 
胆振西部自衛隊協力団体協議会「交流会」懇

親会会費 

会費負担金 平成29年3月4日 10,000 伊達市功労者菊谷達夫氏（香典） 

会費負担金 平成29年3月19日 4,500 
西胆振心身障がい者職親会「永年勤続者表彰

式並びに新規就職者をお祝いする会」会費 

賄い費 平成29年3月21日 4,002 
西胆振消防組合洞爺湖消防団日本消防組合特

別表彰まとい受章祝賀会祝儀 

会費負担金 平成29年3月24日 14,000 職員親族の遠方葬儀への供花 

会費負担金 平成29年3月25日 2,000 伊達市交通安全協議会定期総会懇親会会費 

会費負担金 平成29年3月26日 10,000 伊達市功労者目黒顕治氏（香典） 

合計 7件 52,502円  

平成28年度累計 119件 730,765円 平成29年3月31日現在 

 

交際費執行状況（平成29年2月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

祝儀･生花 平成29年2月1日 3,599円 
国際ロータリー第2510地区第９グループ第45

回都市連合会懇親会祝儀 

会費負担金 平成29年2月6日 3,000円 市役所通り商店街振興組合新年会会費 

会費負担金 平成29年2月6日 3,000円 ドレミタウン商店街振興組合新年会会費 

賄い費 平成29年2月9日 10,000円 職員研修講師との懇親会経費 

会費負担金 平成29年2月10日 5,000円 伊達飲食店組合新年交礼会会費 

会費負担金 平成29年2月11日 5,000円 
伊達市立達南中学校閉校記念「惜別の会」会

費 

会費負担金 平成29年2月11日 6,000円 
第27回おおたき国際スキーマラソン懇親会会

費 

賄い費 平成29年2月16日 5,000円 職員研修講師との懇談会経費 

香料･供花 平成29年2月17日 10,000円 伊達市功労者白土健郎氏（香典） 

会費負担金 平成29年2月17日 2,000円 地域セミナー（第２回)交流会会費 

香料･供花 平成29年2月17日 10,000円 伊達市功労者沼邊正一郎氏（香典） 

会費負担金 平成29年2月18日 4,500円 
西胆振消防組合伊達消防団幹部研修会懇親会

会費 

会費負担金 平成29年2月23日 3,000円 
伊達市連合自治会協議会活動交流会懇親会会

費 

会費負担金 平成29年2月27日 5,000円 自衛隊入隊・入校予定者壮行激励会会費 

香料･供花 平成29年2月27日 10,000円 伊達市功労者斉藤利秋氏（香典） 

香料･供花 平成29年2月28日 10,000円 伊達市功労者吉崎美明氏（香典） 

合計 16件 95,099円  

平成28年度累計 112件 678,263円 平成29年2月28日現在 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成29年1月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

弔慰 平成29年1月4日 10,000円 伊達市功労者森田信雄氏（香典） 

会費 平成29年1月6日 4,000円 伊達商工会議所「会員新年交礼会」会費 

会費 平成29年1月7日 12,000円 伊達青年会議所新年交礼会会費 

土産 平成29年1月10日 4,992円 政策推進用地場産品 

会費 平成29年1月11日 3,000円 伊達市建設協会新年交礼会会費 

祝儀 平成29年1月12日 4,155円 連合伊達新年会祝儀 

会費 平成29年1月12日 4,500円 
伊達市体育協会表彰式・祝賀会及び新年交礼

会会費 

会費 平成29年1月13日 4,000円 壮瞥町商工会新年会員交礼会会費 

会費 平成29年1月13日 4,000円 伊達市老人クラブ連合会新年交礼会会費 

祝儀 平成29年1月13日 3,599円 医療法人交雄会新年会祝儀 

会費 平成29年1月14日 4,000円 
プライフーズ（株）北海道伊達事業所新年会

会費 

会費 平成29年1月17日 5,000円 第10回大滝区新年交礼会会費 

祝儀 平成29年1月19日 4,002円 室蘭歯科医師会新年会祝儀 

祝儀 平成29年1月19日 4,002円 北海道薬剤師会室蘭支部新年交礼会祝儀 

会費 平成29年1月20日 11,000円 胆振西部記者クラブ新年会会費 

会費 平成29年1月20日 5,000円 
西胆振心身障がい者職親会障がい者永年雇用

事業所表彰式会員新年交流会会費 

祝儀 平成29年1月21日 4,155円 喜楽園新年会祝儀 

会費 平成29年1月22日 2,000円 伊達聴力障害者協会新年会会費 

会費 平成29年1月23日 5,000円 網代町商店街振興組合新年交礼会会費 

土産 平成29年1月25日 8,424円 政策推進用地場産品贈呈 

会費 平成29年1月26日 5,000円 伊達市交通安全指導員会新年交礼会会費 

賄い費 平成29年1月26日 10,000円 農政関係企業誘致意見交換会経費 

会費 平成29年1月27日 3,000円 
伊達民生委員児童委員協議会新年交流会新任

委員歓迎会会費 

会費 平成29年1月28日 2,000円 
伊達市消費者協会40周年記念誌「絆」発刊を

祝う会会費 

会費 平成29年1月29日 3,000円 伊達身体障がい者福祉協会新年交礼会会費 

合計 25件 129,829円  

平成28年度累計 96件 583,164円 平成29年1月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年12月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

賄い費 
平成28年12月2日 5,000円 

「これからの地域を考える講演会」講師との

情報交換会経費 

歳暮 平成28年12月5日 23,832円 お歳暮（6件） 

歳暮 平成28年12月9日 3,972円 お歳暮（1件） 

祝儀 平成28年12月20日 5,000円 伊達ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ祝儀 

祝儀 平成28年12月22日 5,000円 伊達ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ祝儀 

会費 
平成28年12月27日 5,000円 

平成28年度三市市長による広域行政懇談会会

費 

合計 6件 47,804円  



平成28年度累計 71件 453,335円 平成28年12月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年11月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 
平成28年11月1日 6,000円 

第166回伊達商工会議所臨時議員総会「議員懇

談会」会費 

祝儀 平成28年11月7日 7,603円 叙勲受章者へのお祝い（2人） 

会費 平成28年11月8日 12,000円 第33回道南市長会懇親会会費 

弔慰 平成28年11月8日 10,000円 伊達市功労者故田中シヅ氏（香典） 

会費 
平成28年11月16日 10,000円 

「Ｍade in北海道」×nittan首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

懇親会会費 

会費 
平成28年11月24日 5,000円 

平成28年度伊達市文化協会功績賞表彰式・祝

賀会会費 

会費 
平成28年11月25日 1,000円 

平成28年伊達市民生委員児童委員協議会退任

交流会会費 

合計 7件 51,603円  

平成28年度累計 65件 405,531円 平成28年11月30日現在 

 

交際費執行状況（平成28年10月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 平成28年10月5日 5,000円 第51回全国史跡整備市町村協議会大会参加費 

賄い費 
平成28年10月6日 5,000円 

まちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの情報交換

会経費 

弔慰 平成28年10月12日 10,000円 伊達市功労者故藤田幸平氏（香典） 

賄い費 
平成28年10月14日 5,000円 

だて歴史文化ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ講演会講師と

の意見交換会経費 

祝儀 平成28年10月14日 7,198円 叙勲受章者へのお祝い（1人） 

祝儀 
平成28年10月15日 10,000円 

平成28年度（第33回）東京伊達会定時総会・

懇親会祝儀 

祝儀 平成28年10月16日 4,155円 伊達ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ創立55周年記念式典祝儀 

会費 
平成28年10月20日 5,000円 

ｺﾚｰｼﾞｭ･ﾄﾞ･ﾀﾞﾃ第14回公開講座講師歓迎ﾚｾﾌﾟｼ

ｮﾝ会費 

会費 
平成28年10月20日 10,800円 

洞爺湖有珠山ｼﾞｵﾊﾟｰｸ日本ｼﾞｵﾊﾟｰｸﾈｯﾄﾜｰｸ再認

定審査歓迎・懇親会会費 

合計 9件 62,153円  

平成28年度累計 58件 353,928円 平成28年10月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年9月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 平成28年9月1日 5,000円 日本物流学会全国大会懇親会会費 

祝儀 平成28年9月8日 3,599円 有珠地区敬老会祝儀 

会費 平成28年9月12日 3,500円 伊達武者まつり反省会懇親会会費 

会費 平成28年9月17日 10,800円 茶道裏千家第15代前家元千玄室大宗匠伊達特

別記念講演会懇親会会費 

祝儀 平成28年9月24日 4,155円 市街地区第一連合自治会「高齢者はつらつ事



業」敬老会祝儀 

会費 平成28年9月25日 3,000円 伊達市立黄金小学校開校120周年記念式典・祝

賀会費 

弔慰 平成28年9月28日 10,000円 伊達市功労者故佐藤保一氏（香典） 

合計 7件 40,054円  

平成28年度累計 49件 291,775円 平成28年9月30日現在 

 

交際費執行状況（平成28年8月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

祝儀 平成28年8月2日 4,155円 そうべつ温泉病院「七夕盆踊り大会」祝儀 

会費 平成28年8月22日 3,000円 伊達市文化協会納涼祭会費 

祝儀 平成28年8月24日 5,680円 平成28年伊達市表彰式祝儀 

合計 3件 12,835円  

平成28年度累計 42件 251,721円 平成28年8月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年7月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 平成28年7月1日 5,000円 平成28年札幌伊達会会費 

弔慰 平成28年7月6日 10,000円 伊達市功労者故久保田榮治氏（香典） 

祝儀 平成28年7月8日 10,000円 亘理町臨時町民号交流会祝儀 

弔慰 平成28年7月9日 10,000円 伊達市社会貢献表彰者故齋藤芳雄氏（香典） 

会費 平成28年7月11日 10,000円 伊達市国際交流連絡協議会総会懇親会会費  

弔慰 平成28年7月11日 13,500円 地元選出国会議員実父葬儀（供花） 

土産 平成28年7月12日 13,176円 政策推進用地場産品 

会費 平成28年7月21日 5,000円 北海道縄文のまち連絡会通常総会情報交換会

会費 

土産 平成28年7月21日 7,200円 政策推進用地場産品 

中元 平成28年7月21日 18,000円 お中元（６件） 

祝儀 平成28年7月25日 4,002円 平成28年「海の日」式典祝儀 

会費 平成28年7月25日 5,000円 伊達市校長会意見交換会会費 

会費 平成28年7月26日 10,000円 平成28年度伊達日本中国友好協会総会及び中

華人民共和国駐札幌総領事を囲む会会費 

合計 13件 120,878円  

平成28年度累計 39件 238,016円 平成28年7月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年6月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 平成28年6月3日 4,000円 伊達市自衛隊協力会定期総会懇親会会費 

会費 平成28年6月7日 2,000円 ドレミタウン商店街振興組合定時総会懇親会会

費 

会費 平成28年6月9日 3,000円 日本電信電話ユーザ協会定期総会懇親会会費 

会費 平成28年6月24日 3,000円 伊達地方防犯協会連合会定期総会懇親会会費 

会費 平成28年6月25日 3,000円 ＮＰＯ法人だて観光協会有珠支部定期総会会費 

賄い費 平成28年6月30日 10,000円 道外先進地視察研修アドバイザーとの情報交換

会経費 



合計 6件 25,000円  

平成28年度累計 26件 118,008円 平成28年6月30日現在 

 

交際費執行状況（平成28年5月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

祝儀 平成28年5月9日 4,155円 叙勲受章者へのお祝い(1人) 

弔慰 平成28年5月11日 10,000円 伊達市功労者故本間三男氏（香典） 

祝儀 平成28年5月12日 3,599円 壮瞥町商工会通常総会祝儀 

会費 平成28年5月12日 4,000円 北海道Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会

会議出席負担金 

会費 平成28年5月12日 3,000円 伊達聖ヶ丘病院硬式野球部激励会会費 

会費 平成28年5月13日 5,000円 伊達市防火管理者連絡協議会創立50周年記念式

典・祝賀会会費 

会費 平成28年5月14日 2,000円 伊達市交通安全協議会定期総会会費 

会費 平成28年5月23日 1,000円 市役所通り商店街振興組合通常総会会費 

会費 平成28年5月27日 3,000円 ＮＰＯ法人だて観光協会通常総会会費 

会費 平成28年5月27日 6,000円 伊達地区交通安全協会定時総会意見交換会会費 

会費 平成28年5月30日 3,000円 伊達商工会議所通常議員総会懇談会会費 

協賛金 平成28年5月31日 5,000円 2016年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 

合計 12件 49,754円  

平成28年度累計 20件 93,008円 平成28年5月31日現在 

 

交際費執行状況（平成28年4月分） 

 

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方 

会費 平成28年4月11日 3,000円 伊達地区保護司会定期総会懇親会会費 

祝儀 平成28年4月12日 4,155円 叙勲受章者へのお祝い(1人) 

会費 平成28年4月14日 5,000円 伊達市交通安全指導員会懇親会会費 

弔慰 平成28年4月15日 13,500円 職員親族の遠方葬儀への供花 

祝儀 平成28年4月22日 3,599円 全国自衛隊父兄会伊達支部総会祝儀 

会費 平成28年4月28日 5,000円 北海道新幹線×nittan地域戦略会議総会懇親会

会費 

会費 平成28年4月28日 5,000円 伊達市危険物安全協会定期総会及び意見交換会

会費 

会費 平成28年4月30日 4,000円 第七師団創隊61周年・東千歳駐屯地創立62周年

記念行事祝賀会会費 

合計 8件 43,254円  

平成28年度累計 8件 43,254円 平成28年4月30日現在 

 

 


