
交際費執行状況（平成31年3月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

会費 平成31年3月1日 8,000円 胆振西部自衛隊協力団体協議会交流会会費

会費 平成31年3月9日 15,984円 食育推進に関する意見交換会経費

会費 平成31年3月17日 4,500円
西胆振心身障がい者親睦会「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

合計 3件 28,484円

平成30年度累計 97件 609,689円 平成31年3月31日現在

交際費執行状況（平成31年2月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

会費 平成31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

会費 平成31年2月8日 3,000円 市役所通り商店街振興組合新年会会費

会費 平成31年2月13日 5,000円 伊達飲食店組合新年交礼会会費

賄い費 平成31年2月14日 3,000円 第5回新規採用職員研修終了後懇談会経費

会費 平成31年2月16日 4,500円 西胆振行政事務組合伊達消防団研修会懇親会会費

会費 平成31年2月20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 平成31年2月23日 3,000円 自衛隊入隊・入校予定者壮行激励会会費

弔慰 平成31年2月24日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

合計 8件 34,500円

平成30年度累計 94件 581,205円 平成31年2月28日現在

交際費執行状況（平成31年1月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

会費 平成31年1月9日 3,000円 伊達市建設協会新年交礼会会費

土産 平成31年1月10日 21,250円 政策推進に係る地場産品の贈呈

会費 平成31年1月12日 6,000円 一般社団法人伊達青年会議所新年交礼会会費

弔慰 平成31年1月14日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

会費 平成31年1月15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31年1月16日 5,000円 壮瞥町商工会新年会員交礼会会費

祝儀 平成31年1月16日 4,155円 連合北海道伊達地区連合会新年交礼会祝儀

会費 平成31年1月17日 4,000円 伊達市老人クラブ連合会新年交礼会会費

会費 平成31年1月17日 5,000円 第12回大滝区新年交礼会会費



会費 平成31年1月18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
彰並びに会員新年交流会会費

会費 平成31年1月19日 4,000円 プライフーズ㈱北海道伊達事業所新年会会費

会費 平成31年1月20日 2,000円 伊達聴力障害者協会新年会会費

祝儀 平成31年1月21日 4,147円 医療法人交雄会新年会祝儀

祝儀 平成31年1月21日 4,348円 室蘭歯科医師会新年会祝儀

会費 平成31年1月22日 2,500円 伊達消費者協会新年交礼会会費

会費 平成31年1月24日 10,000円 胆振西部記者クラブ新年会会費

会費 平成31年1月24日 5,000円 網代町商店街振興組合新年交礼会会費

会費 平成31年1月25日 3,000円
伊達市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31年1月27日 3,000円 伊達身体障がい者福祉協会新年交礼会会費

祝儀 平成31年1月26日 4,348円 北海道薬剤師会室蘭支部新年交礼会祝儀

会費 平成31年1月30日 5,000円 伊達市交通安全指導員会新年交礼会会費

合計 21件 115,248円

平成30年度累計 86件 546,705円 平成31年1月31日現在

交際費執行状況（平成30年12月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

会費 平成30年12月3日 6,000円 今後の農業振興に係る意見交換会懇親会会費

祝儀 平成30年12月4日 5,000円 第40回トマト部会定期総会祝儀

中元･歳暮 平成30年12月4日 30,270円 お歳暮（6件）

祝儀 平成30年12月11日 3,599円 観光物産館農産物販売協議会ご苦労さん会祝儀

祝儀 平成30年12月18日 5,000円 伊達ロータリークラブクリスマスパーティー祝儀

祝儀 平成30年12月20日 5,000円 伊達ライオンズクラブクリスマスパーティー祝儀

弔慰 平成30年12月30日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

合計 7件 64,869円

平成30年度累計 65件 431,457 平成30年12月31日現在

交際費執行状況（平成30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30年11月1日 4,000円 北海道遺産交流会議懇親会会費

弔慰 平成30年11月8日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

土産 平成30年11月12日 2,700円 政策推進お礼に係る地場産品の贈呈

弔慰 平成30年11月21日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）



会費 平成30年11月27日 5,000円 中央区体育振興会創立50周年記念式典・祝賀会会費

弔慰 平成30年11月27日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

会費 平成30年11月28日 5,000円 伊達市文化協会功績賞表彰式会費

謝礼 平成30年11月30日 3,050円 宮尾登美子文学記念館の閉館に伴い謝礼

合計 8件 49,750円

平成30年度累計 58件 366,588円 平成30年11月30日現在

交際費執行状況（平成30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30年10月6日 5,000円
第９回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）
大会大交流会会費

弔慰 平成30年10月14日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

祝儀 平成30年10月14日 4,155円 中央区第５自治会「敬老のつどい」祝儀

弔慰 平成30年10月19日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

祝儀 平成30年10月20日 10,000円 東京伊達会（第35回）定時総会・懇親会祝儀

祝儀 平成30年10月28日 10,000円
社会福祉法人北海道社会福祉事業団太陽の園創立５０周
年記念式典講演祝賀会祝儀

会費 平成30年10月29日 12,000円 第３５回道南市長会懇親会会費

合計 7件 61,155円

平成30年度累計 50件 316,838円 平成30年10月31日現在

交際費執行状況（平成30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30年9月3日 5,000円 岩崎淑コンサート懇親会会費

会費 平成30年9月12日 3,500円 第44回伊達武者まつり反省会懇親会会費

祝儀 平成30年9月25日 6,026円 伊達市表彰式及び祝賀会祝儀

合計 3件 14,526円

平成30年度累計 43件 255,683円 平成30年9月30日現在

交際費執行状況（平成30年8月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

会費 平成30年8月7日 5,000円
北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会総会懇親
会負担金

会費 平成30年8月8日 5,000円 県内市長行政視察研修意見交換会会費（岩手県市長会）

会費 平成30年8月21日 5,000円 伊達市国際交流連絡協議会総会・懇親会会費



弔慰 平成30年8月24日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

弔慰 平成30年8月28日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

合計 5件 35,000円

平成30年度累計 40件 241,157円 平成30年8月31日現在

交際費執行状況（平成30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30年7月2日 7,000円 北海道合併市町連携会議総会意見交換会負担金

会費 平成30年7月4日 4,000円 室蘭地方総合開発期成会札幌要望懇親会会費

会費 平成30年7月6日 10,000円 札幌伊達会懇親会会費

会費 平成30年7月8日 6,000円 「西胆振地区自衛官募集相談員の会」懇親会会費

会費 平成30年7月18日 5,000円 北海道縄文のまち連絡会総会会議負担金

会費 平成30年7月19日 10,000円
「大阪府枚方市商業連盟と枚方市民訪問ツアーの皆さまと
の交流会」会費

祝儀 平成30年7月20日 4,348円 「海の日」式典祝賀会祝儀

中元･歳暮 平成30年7月23日 15,500円 お中元（4件）

弔慰 平成30年7月24日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

祝儀 平成30年7月28日 4,155円 いぶり噴火湾漁業協同組合伊達支所落成祝賀会祝儀

合計 10件 76,003円

平成30年度累計 35件 206,157円 平成30年7月31日現在

交際費執行状況（平成30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30年6月5日 3,000円 ＮＰＯ法人だて観光協会通常総会懇親会会費

会費 平成30年6月6日 4,000円
日本電信電話ユーザ協会伊達地区協会定期総会懇談会
会費

会費 平成30年6月6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30年6月7日 10,000円
伊達日本中国友好協会総会・プライフーズ第14陣及び第15
陣研修生歓迎会会費

会費 平成30年6月8日 4,000円 伊達市自衛隊協力会定期総会懇親会会費

弔慰 平成30年6月17日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

祝儀 平成30年6月19日 3,599円 室蘭～宮古航路開設記念祝賀会祝儀

合計 7件 36,599円

平成30年度累計 25件 130,154円 平成30年6月30日現在



交際費執行状況（平成30年5月分）

区分 支払年月日 支払金額 支払内容・相手方

弔慰 平成30年5月10日 10,000円 伊達市功労者葬儀（香典）

会費 平成30年5月11日 5,000円 伊達市防火管理者連絡協議会総会負担金

会費 平成30年5月16日 5,000円 西いぶり広域連合副市町長懇親会会費

会費 平成30年5月18日 2,000円 伊達市交通安全協議会定期総会懇親会会費

会費 平成30年5月21日 5,000円 北海道新幹線×nittan地域戦略会議懇親会会費

会費 平成30年5月21日 1,000円 市役所通り商店街振興組合通常総会親睦会会費

会費 平成30年5月21日 3,000円 壮瞥町商工会通常総会懇親会会費

会費 平成30年5月24日 4,000円 伊達市統計協議会定期総会懇親会会費

会費 平成30年5月26日 3,000円 ＮＰＯ法人だて観光協会有珠支部定期総会懇親会会費

会費 平成30年5月27日 4,000円
第七師団創隊63周年・東千歳駐屯地創立64周年記念行事
祝賀会会費

会費 平成30年5月28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30年5月29日 5,000円 2018年原水爆禁止国民平和大行進協賛金

合計 12件 50,000円

平成30年度累計 18件 93,555円 平成30年5月31日現在

交際費執行状況（平成30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30年4月5日 6,000円
室蘭地方総合開発期成会構成市町会と室蘭開発建設部と
の懇親会会費

会費 平成30年4月9日 3,000円 伊達地区保護司会定期総会懇親会会費

会費 平成30年4月16日 5,400円 伊達市交通安全指導員定期総会懇親会費

賄い費 平成30年4月20日 20,000円 旅行者誘致意見交換会経費

祝儀 平成30年4月27日 4,155円 全国自衛隊家族会伊達支部総会祝儀

会費 平成30年4月27日 5,000円 伊達市危険物安全協会定期総会懇親会費

合計 6件 43,555円

平成30年度累計 6件 43,555円 平成30年4月30日現在


