別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年４月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年4月1日

弔慰金

5,000 町政功労者父葬儀

平成23年4月2日

その他

7,200 炭化処理施設竣工式関係者との懇談

平成23年4月6日

祝儀等

5,000 栗山町遺族会総会

平成23年4月8日

祝儀等

5,000 栗山町文化連盟定期総会

平成23年4月8日

祝儀等

10,000 ご縁通り街路協議会総会

平成23年4月14日

その他

平成23年4月16日

祝儀等

10,000 北海道市町村職員年金連盟栗山分区総会

平成23年4月17日

弔慰金

17,600 職員父葬儀

平成23年4月20日

弔慰金

31,000 町政功労者葬儀

平成23年4月23日

祝儀等

14,000 結婚祝賀会

平成23年4月27日

祝儀等

平成23年4月28日

会費

平成23年4月28日

弔慰金

5,000 町政功労者母葬儀

平成23年4月29日

弔慰金

5,000 職員義母葬儀

3,000 特産品ＰＲ

5,000 栗山町地域医療協議会総会
24,000 栗山町経済懇談会会費

合計（14件）

146,800

累計（14件）

146,800

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年５月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年5月5日

弔慰金

5,000 元町議会議員御母堂様葬儀

平成23年5月5日

弔慰金

平成23年5月10日

その他

平成23年5月10日

その他

10,000 まちづくり関係者との懇談

平成23年5月11日

弔慰金

10,000 新十津川町長御母堂様葬儀

平成23年5月11日

弔慰金

5,000 民生委員御主人様葬儀

平成23年5月12日

その他

3,400 特産品ＰＲ

平成23年5月13日

弔慰金

22,600 町政功労者葬儀

平成23年5月17日

その他

10,000 ハローＥＮＪＯＹ利用者会食招待会

平成23年5月18日

その他

9,000 特産品ＰＲ

平成23年5月18日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成23年5月23日

その他

5,000 南空知葬斎組合懇親会

平成23年5月24日

祝儀等

10,000 まちの駅栗夢プラザ通常総会

平成23年5月26日

祝儀等

10,000 くりやま駅前通り商店街協同組合通常総会

平成23年5月26日

祝儀等

10,000 栗山地区保護司会定期総会懇親会

平成23年5月29日

祝儀等

5,000 日出多目的広場完成記念パークゴルフ大会

平成23年5月29日

その他

5,000 継立商工振興会植樹会観桜会

平成23年5月30日

弔慰金

10,000 由仁町長御令室の御母堂様葬儀

平成23年5月31日

弔慰金

17,600 元農業委員葬儀
3,000 特産品ＰＲ

5,000 町政功労者御尊父様葬儀

合計

19件

158,600

累計

33件

305,400

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年６月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年6月1日

その他

10,000 町内企業社長との懇談

平成23年6月2日

その他

10,000 栗山町婚礼衣裳会解散に伴う昼食会

平成23年6月2日

その他

5,000 南空知消防組合議会行政懇談会

平成23年6月7日

その他

2,310 特産品ＰＲ

平成23年6月9日

その他

平成23年6月10日

その他

平成23年6月13日

その他

平成23年6月14日

祝儀等

平成23年6月17日

会費

10,000 栗山地区警察官友の会年会費

平成23年6月18日

祝儀等

15,000 結婚祝賀会

平成23年6月22日

見舞い

10,000 月形町長御見舞い

平成23年6月23日

見舞い

10,000 廃棄物処理対策委員会会長御見舞い

平成23年6月25日

祝儀等

10,000 第７回夏至祭（ご縁広場）

平成23年6月29日

その他

平成23年6月30日

弔慰金

平成23年6月30日

その他

20,000 YOSAKOIくりやまOH!!夢乱咲出陣激励
3,000 栗山地区警察官友の会会員懇親会
10,200 特産品ＰＲ
5,000 栗山地区保護司会栗山分区総会

5,000 空知地方総合開発期成会行政懇談会
10,000 北竜町長御尊父様葬儀
2,310 特産品ＰＲ

合計

16件

137,820

累計

49件

443,220

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年７月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年7月1日

その他

5,000 南空知ふるさと市町村圏組合議員・理事交流懇談会

平成23年7月2日

祝儀等

6,000 第７２戦車連隊創隊３０周年記念祝賀会

平成23年7月3日

弔慰金

5,000 元職員御母堂葬儀

平成23年7月5日

会費

2,000 平成２３年度北海道警友会栗山支部会費

平成23年7月6日

祝儀等

5,000 恵庭地方自衛隊協力会連合会総会懇親会

平成23年7月13日

弔慰金

5,000 町内会長御母堂葬儀

平成23年7月14日

その他

5,880 特産品ＰＲ

平成23年7月16日

祝儀等

5,000 長沼分屯基地創立４０周年記念式典祝賀会

平成23年7月21日

祝儀等

平成23年7月23日

祝儀等

5,000 衆議院議員を囲む集い

平成23年7月23日

その他

4,620 特産品ＰＲ

平成23年7月26日

その他

5,000 原水爆禁止世界大会代表派遣募金

平成23年7月30日

その他

10,000 さらさらレッド畑タウンミーティング

平成23年7月30日

祝儀等

10,000 参議院議員１０周年記念講演会

10,000 栗山町農業委員会農業委員歓送迎会

合計

14件

83,500

累計

63件

526,720

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年８月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年8月1日

祝儀等

10,000 参議院議員政経セミナー

平成23年8月2日

その他

10,000 恵那川上屋社長様との懇談会

平成23年8月2日

その他

2,310 特産品ＰＲ

平成23年8月3日

その他

5,000 栗山町まちづくり懇話会

平成23年8月16日

その他

平成23年8月17日

弔慰金

5,000 町政功労者御母堂葬儀

平成23年8月18日

会費

6,000 栗山町農業団体役員歓送迎会

平成23年8月19日

祝儀等

平成23年8月19日

弔慰金

5,000 町政功労者御令室葬儀

平成23年8月20日

弔慰金

5,000 町職員御尊父葬儀

平成23年8月23日

弔慰金

12,600 町職員御尊父葬儀生花

平成23年8月23日

会費

80,000 2011年度栗山ロータリークラブ上期分会費

平成23年8月24日

祝儀等

10,000

平成23年8月25日

その他

11,445 特産品ＰＲ

平成23年8月27日

祝儀等

5,000 栗山地区交通安全協会スポーツ交流会懇談会

平成23年8月30日

その他

4,470 特産品ＰＲ

平成23年8月30日

その他

10,000 栗山公園動物慰霊式

10,000 栗山地区保護司会協力雇用主会定期総会懇親会

フィンランド共和国スオムサルミ職業訓練校
長・教員歓迎夕食会

18,900 北海道副知事との懇談会

合計

17件

210,725

累計

80件

737,445

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年９月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年9月1日

弔慰金

5,000 元職員御母堂葬儀

平成23年9月2日

祝儀等

10,000 衆議院議員政経セミナー

平成23年9月3日

祝儀等

20,000 平成２３年度栗高さっぽろ会総会

平成23年9月7日

祝儀等

10,000 北海道知事政経セミナー

平成23年9月9日

その他

10,000 栗山町農政懇談会

平成23年9月11日

祝儀等

10,000 学校法人北邦学園創立３０周年記念式典

平成23年9月13日

その他

10,000

平成23年9月17日

祝儀等

10,000 新党大地「第６回北海道セミナー」

平成23年9月18日

その他

10,000 継立神社祭典行事

平成23年9月20日

その他

平成23年9月25日

弔慰金

平成23年9月27日

その他

2,940 特産品ＰＲ

平成23年9月27日

その他

1,470 特産品ＰＲ

平成23年9月28日

その他

2,940 特産品ＰＲ

平成23年9月30日

その他

フィンランド共和国スオミサルム職業訓練校留
学生歓迎夕食会

1,470 特産品ＰＲ
22,600 町政功労者葬儀

50,000 東京栗山会会員との面談

合計

15件

176,420

累計

95件

913,865

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年１０月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年10月2日

祝儀等

5,000 北恵庭駐屯地創立６１周年記念式典及び祝賀会

平成23年10月3日

その他

平成23年10月8日

会費

平成23年10月14日

祝儀等

10,000 2011年参議院議員「政経パーティー」

平成23年10月14日

その他

10,000 南空知地区選挙事務研究会

平成23年10月15日

その他

10,000 エスポラーダ北海道フットサル教室開催

平成23年10月15日

祝儀等

10,000 栗山消費者協会４０周年記念式典

平成23年10月17日

祝儀等

20,000 衆議院議員激励会

平成23年10月17日

会費

3,500 緑の分権改革全国市町村長サミット2011in北海道

平成23年10月18日

会費

4,000 恵庭自衛隊高級幹部歓迎会

平成23年10月19日

その他

6,000 子育てと教育を考える首長の会情報交換会

平成23年10月20日

弔慰金

平成23年10月22日

祝儀等

平成23年10月24日

御見舞

10,000 商工事業関係者御見舞

平成23年10月27日

弔慰金

10,000 元南幌町助役葬儀

平成23年10月27日

その他

13,170 特産品ＰＲ

平成23年10月27日

その他

12,000 内モンゴルオルドス市関係者との昼食懇談会

平成23年10月27日

その他

10,000 栗山町内連合会懇親会

平成23年10月29日

祝儀等

20,000 自由民主党北海道政経セミナー

平成23年10月29日

祝儀等

10,000 日本ボーイスカウト栗山第１団発団５０周年記念式典

平成23年10月31日

会費

10,000 台湾ミッション2011北海道の夕べ

10,000 栗山町議会ＯＢ会議友会懇談会
2,500 栗山地区警察官友の会第10回会員親睦ＰＧ大会

17,600 元職員葬儀
5,000 栗山地区交通安全協会創立５５周年記念式典

合計

21件

208,770

累計

116件

1,122,635

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年１１月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成23年11月1日

その他

16,225 台湾、観光事業関係者との会食

平成23年11月1日

その他

平成23年11月5日

その他

平成23年11月5日

その他

平成23年11月6日

祝儀等

10,000 角田小学校開校１２０周年記念式典

平成23年11月6日

弔慰金

18,600 職員妻の御尊父葬儀

平成23年11月8日

祝儀等

15,000

平成23年11月9日

その他

22,365 東京栗山会会員との会食

平成23年11月12日

弔慰金

22,600 町政功労者葬儀

平成23年11月12日

祝儀等

15,000 町内企業会社員結婚祝賀会

平成23年11月14日

その他

1,470 特産品ＰＲ

平成23年11月15日

その他

5,000 南空知副町長会議懇談会

平成23年11月17日

その他

10,000 栗山町叙勲者清風会懇談会

平成23年11月18日

その他

平成23年11月22日

その他

10,000 新規就農者・就農研修者との懇談会

平成23年11月24日

祝儀等

10,000 北海道議会議長就任を祝う会

平成23年11月24日

その他

平成23年11月24日

弔慰金

17,600 元農業委員葬儀

平成23年11月25日

祝儀等

10,000 衆議院議員政経パーティー

平成23年11月25日

祝儀等

6,000 前教育委員長文部科学大臣表彰受賞祝賀会

平成23年11月26日

その他

5,000 衆議院議員国政報告会

平成23年11月26日

弔慰金

平成23年11月28日

その他

5,500 石狩川流域圏会議情報交換会

平成23年11月29日

弔慰金

22,600 農業振興公社職員御尊父葬儀

平成23年11月29日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成23年11月29日

その他

2,960 町長上京訪問土産

4,870 特産品ＰＲ
18,000

東京栗山会、国交省北海道運輸局との観光政策
懇談会

2,940 特産品ＰＲ

衆議院議員政治文化フォーラム及び国会活動２
５周年祝賀会

1,470 特産品ＰＲ

3,000 栗山町経済懇談会忘年会

22,600 町政功労者葬儀

合計

26件

281,800

累計

142件

1,404,435

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２３年１２月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成23年12月1日

その他

10,000 栗山工業団地企業協議会忘年会

平成23年12月1日

祝儀等

平成23年12月2日

祝儀等

10,000 栗山町優良従業員表彰式

平成23年12月4日

祝儀等

10,000 参議院議員セミナー

平成23年12月6日

その他

5,000 まちづくり懇話会

平成23年12月7日

祝儀等

平成23年12月9日

その他

平成23年12月10日

弔慰金

17,600 町議会議員御尊父武様葬儀

平成23年12月18日

弔慰金

10,000 元由仁町長葬儀

平成23年12月19日

弔慰金

平成23年12月20日

弔慰金

13,125 町嘱託職員御母堂葬儀生花代

平成23年12月20日

御見舞

10,000 町内企業社長

平成23年12月20日

その他

5,315 特産品ＰＲ

平成23年12月21日

その他

6,400 特産品ＰＲ

平成23年12月25日

会費

平成23年12月26日

その他

平成23年12月27日

その他

1,470 特産品ＰＲ

平成23年12月28日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成23年12月29日

その他

3,000 特産品ＰＲ

5,000 栗山地区連合会チャリティパーティー

10,000 栗山商工会議所永年勤続役員議員表彰式
3,000 栗山金融協会との意見交換会

5,000 町嘱託職員御母堂葬儀

5,000 新党大地・衆議院議員忘年会
10,000 エゾシカ防護柵完成報告会

合計

19件

142,910

累計

161件

1,547,345

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２４年１月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成24年1月3日

弔慰金

5,000 元職員御母堂葬儀

平成24年1月5日

弔慰金

17,600 南空知消防組合消防長妻の御母堂葬儀

平成24年1月6日

祝儀等

10,000 栗山消防団出初登梯

平成24年1月6日

祝儀等

5,000 栗山消費者協会新年親睦会

平成24年1月8日

祝儀等

8,000 栗山青年会議所新年交礼会

平成24年1月9日

祝儀等

5,000 衆議院議員新年交礼会

平成24年1月11日

弔慰金

22,600 町政功労者葬儀

平成24年1月12日

祝儀等

10,000 栗山町交通安全指導員部新年交礼会

平成24年1月12日

弔慰金

10,000 元道職員御母堂葬儀

平成24年1月13日

祝儀等

10,000 栗山らいらっく会新年懇親会

平成24年1月16日

弔慰金

22,600 町政功労者葬儀

平成24年1月18日

その他

2,940 特産品ＰＲ

平成24年1月19日

祝儀等

5,000 道議会議員新年交礼会

平成24年1月24日

弔慰金

17,600 元町議会議員御尊父葬儀

平成24年1月25日

弔慰金

10,000 前長沼町長葬儀

平成24年1月27日

祝儀等

平成24年1月27日

祝儀等

10,000 栗山町農業委員会新春懇談会

平成24年1月27日

祝儀等

10,000 角田交通安全友の会新年交礼会

平成24年1月28日

祝儀等

10,000 阿野呂川総合防災工事促進期成会総会

平成24年1月31日

その他

5,000 栗山町遺族会新年懇親会

5,000 ＴＰＰシンポジウム実行委員会

合計

20件

201,340

累計

181件

1,748,685

別記様式
町長交際費支出状況
（平成２４年２月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成24年2月2日

会費

4,000 空知ゆかりの道職員と首長との交流会

平成24年2月3日

弔慰金

平成24年2月3日

弔慰金

22,600 日東総業代表取締役葬儀

平成24年2月3日

祝儀等

5,000 衆議院議員新春の集い

平成24年2月4日

祝儀等

5,000 空知地区指導林家連絡協議会設立１０周年記念式典

平成24年2月6日

会費

平成24年2月7日

その他

28,600 ラウンドテーブルミーティング懇談会

平成24年2月7日

その他

13,620 特産品ＰＲ

平成24年2月9日

祝儀等

10,000 栗山町社会福祉協議会新春懇談会

平成24年2月10日

祝儀等

10,000 栗山町技能協会新年会

平成24年2月10日

弔慰金

10,000 滝川市長御母堂葬儀

平成24年2月10日

会費

5,000 栗山町まちづくり懇話会

平成24年2月13日

その他

17,940 大学連携に関する懇談会

平成24年2月13日

その他

6,000 特産品ＰＲ

平成24年2月13日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年2月14日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年2月15日

弔慰金

5,000 農業委員御尊父葬儀

平成24年2月17日

祝儀等

平成24年2月19日

祝儀等

5,000 日本共産党栗山新春のつどい

平成24年2月21日

その他

10,300 栗山町農業団体連絡協議会会議

平成24年2月22日

その他

21,000 地域医療に関する懇談会

平成24年2月22日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年2月25日

弔慰金

5,000 １０１歳町民葬儀

平成24年2月26日

祝儀等

平成24年2月27日

その他

6,000 特産品ＰＲ

平成24年2月27日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年2月29日

祝儀等

5,000 元社会教育委員葬儀

80,000 栗山ロータリークラブ2011〜2012下期分会費

10,000 栗山町交通安全ゆりの会新年交礼会

10,000 新党大地岩見沢市連合後援会新年会

10,000 栗山町内連合会総会懇親会

合計

27件

317,060

累計

208件

2,065,745

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２４年３月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成24年3月1日

その他

5,000 南空知ふるさと市町村圏組合理事・議員懇談会

平成24年3月3日

祝儀等

平成24年3月4日

祝儀等

平成24年3月6日

弔慰金

22,600 町政功労者葬儀

平成24年3月10日

その他

10,000 札響ひなまつりコンサート懇談会

平成24年3月12日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月14日

その他

6,000 特産品ＰＲ

平成24年3月14日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月16日

その他

平成24年3月18日

その他

9,000 特産品ＰＲ

平成24年3月19日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月19日

弔慰金

平成24年3月20日

その他

平成24年3月21日

その他

15,000 町長上京訪問土産

平成24年3月21日

その他

10,000 自衛隊入隊者壮行激励会記念品

平成24年3月21日

その他

10,000 就農アドバイザーとの懇親会

平成24年3月24日

祝儀等

平成24年3月26日

その他

平成24年3月26日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月26日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月28日

その他

3,000 特産品ＰＲ

平成24年3月28日

その他

5,600 元北海道副知事との懇談

10,000 北海道介護福祉学校卒業祝賀会
5,000 継立町内連合会敬老会

10,000 栗山警察署長送別会

17,600 元栗山町職員葬儀
3,000 特産品ＰＲ

5,000

知的障害をもつ人の進級並びに就労等をお祝す
る会

32,120 西岡病院理事長との懇談

合計

22件

193,920

累計

230件

2,259,665

