別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年４月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成26年4月1日

弔慰金

22,960 町政功労者葬儀

平成26年4月7日

弔慰金

17,960 元職員葬儀

平成26年4月8日

会費

24,000 栗山町経済懇談会会費

平成26年4月8日

負担金

10,000 栗山ロータリークラブ地区大会等負担金

平成26年4月8日

その他

6,000 栗山町農業団体連絡協議会歓送迎会

平成26年4月9日

弔慰金

5,000 元町議御令室葬儀

平成26年4月11日

祝儀等

5,000 栗山町遺族会総会

平成26年4月11日

祝儀等

5,000 栗山町文化連盟定期総会

平成26年4月12日

祝儀等

平成26年4月12日

その他

7,434 特産品ＰＲ

平成26年4月14日

その他

5,000 栗山町まちづくり懇話会

平成26年4月16日

祝儀等

5,000 栗山地区保護司会栗山分区食事会

平成26年4月18日

その他

3,024 特産品ＰＲ

平成26年4月19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26年4月19日

祝儀等

10,000 参議院議員政経セミナー

平成26年4月19日

その他

5,000 空知地域６次産業化・輸出推進セミナー懇親会

平成26年4月19日

弔慰金

5,000 農業委員御母堂葬儀

平成26年4月20日

弔慰金

10,000 元月形町議会議長葬儀

平成26年4月21日

祝儀等

10,000 衆議院議員政経セミナー

平成26年4月23日

その他

5,000 栗山町地域医療協議会懇親会

平成26年4月25日

祝儀等

4,000 自衛隊高級幹部歓迎会

平成26年4月25日

祝儀等

5,000 栗山町交通安全指導員部懇親会

10,000 政党北海道セミナー

合計

22件

190,378

累計

22件

190,378

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年５月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成26年5月9日

その他

3,400 特産品ＰＲ

平成26年5月9日

その他

3,400 特産品ＰＲ

平成26年5月9日

その他

6,000 特産品ＰＲ

平成26年5月13日

その他

6,174 特産品ＰＲ

平成26年5月16日

祝儀等

5,000 栗山地区保護司会定期総会懇親会

平成26年5月16日

その他

3,087 特産品ＰＲ

平成26年5月17日

祝儀等

50,000 第１５回東京栗山会総会

平成26年5月20日

その他

10,000 ハローＥＮＪＯＹ利用者つぼ八会食招待

平成26年5月21日

弔慰金

平成26年5月22日

その他

11,028 特産品ＰＲ

平成26年5月22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26年5月25日

祝儀等

平成26年5月26日

見舞い

10,000 大学連携教授

平成26年5月26日

その他

4,620 特産品ＰＲ

平成26年5月27日

祝儀等

10,000 まちの駅栗夢プラザ通常総会

平成26年5月29日

祝儀等

10,000 栗山町森林組合懇親会

5,000 農業委員御尊父葬儀

4,000 第７師団創隊５９周年･東千歳駐屯地創立６０周年記念式典

合計

16件

151,709

累計

38件

342,087

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年６月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成26年6月1日

その他

10,000 継立商工振興会植樹会観桜会

平成26年6月5日

その他

10,000 南空知副町長会議

平成26年6月5日

その他

20,000 YOSAKOIくりやまOH!!夢乱咲出陣激励

平成26年6月8日

祝儀等

5,000 衆議院議員政経セミナー

平成26年6月13日

祝儀等

2,000 栗山地区警察官友の会総会・懇親会

平成26年6月19日

会費

平成26年6月20日

弔慰金

平成26年6月25日

その他

平成26年6月25日

弔慰金

平成26年6月25日

その他

平成26年6月27日

祝儀等

平成26年6月30日

その他

10,000 栗山地区警察官友の会年会費
10,000 奈井江町副町長御母堂葬儀
7,560 特産品ＰＲ
17,960 職員御尊父葬儀
3,024 特産品ＰＲ
10,000 栗山地区保護司会協力雇用主会平成２６年度定期総会
5,000 空知地方総合開発期成会行政懇談会

合計

12件

110,544

累計

50件

452,631

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年７月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成26年7月6日

祝儀等

5,000 衆議院議員懇談会

平成26年7月7日

その他

5,000 恵庭地方自衛隊協力会連合会総会

平成26年7月8日

弔慰金

5,000 民生委員・児童委員御母堂葬儀

平成26年7月8日

弔慰金

5,000 元体育指導委員葬儀

平成26年7月8日

その他

2,310 特産品ＰＲ

平成26年7月10日

その他

4,536 特産品ＰＲ

平成26年7月12日

弔慰金

平成26年7月13日

祝儀等

平成26年7月16日

その他

平成26年7月17日

その他

3,500 南空知町村議会議員親睦パークゴルフ大会

平成26年7月18日

その他

2,310 特産品ＰＲ

平成26年7月22日

祝儀等

平成26年7月22日

その他

3,024 特産品ＰＲ

平成26年7月23日

その他

5,000 原水爆禁止世界大会代表派遣募金

平成26年7月23日

その他

1,500 元総務大臣昼食懇談会

平成26年7月23日

祝儀等

10,000 北海道知事政経セミナー

平成26年7月23日

その他

4,536 特産品ＰＲ

平成26年7月24日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年7月25日

その他

10,000 全国高等学校総合体育大会（自転車競技）激励

平成26年7月25日

その他

10,000 くりやま夏まつり「活みこし」

平成26年7月25日

弔慰金

17,960 元職員葬儀

平成26年7月28日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年7月31日

その他

7,776 特産品ＰＲ

17,960 元農業委員葬儀
5,000 北恵庭駐屯地創立６４周年記念式典及び祝賀会
11,880 特産品ＰＲ

10,000 栗山町農業委員会歓送迎会

合計

23件

152,044

累計

73件

604,675

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年８月分）
支出区分

支出金額

支出内容等

平成26年8月2日

祝儀等

10,000 参議院議員政経セミナー

平成26年8月3日

弔慰金

5,000 民生委員児童委員御丈母様葬儀

平成26年8月4日

その他

5,000 栗山町まちづくり懇話会

平成26年8月4日

その他

9,504 特産品ＰＲ

平成26年8月5日

その他

平成26年8月5日

弔慰金

5,000 町政功労者元民生委員児童委員御主人様葬儀

平成26年8月5日

その他

1,512 特産品ＰＲ

平成26年8月7日

弔慰金

17,960 元職員葬儀

平成26年8月8日

祝儀等

10,000 衆議院議員政経セミナー

平成26年8月8日

その他

7,128 特産品ＰＲ

平成26年8月9日

その他

5,000 トップアスリートとの交歓会

平成26年8月11日

弔慰金

5,000 町内事業所社長御尊父様葬儀

平成26年8月11日

その他

7,560 特産品ＰＲ

平成26年8月16日

その他

5,000 栗山公園動物慰霊式

平成26年8月18日

祝儀等

平成26年8月19日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年8月19日

その他

6,000 栗山町農業団体連絡協議会歓送迎会

平成26年8月21日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年8月23日

弔慰金

5,000 元町議御岳母様葬儀

平成26年8月25日

弔慰金

5,000 元職員御令室様葬儀

平成26年8月25日

祝儀等

平成26年8月28日

その他

1,000 全国中山間地域振興対策協議会現地研究会負担金

平成26年8月28日

弔慰金

5,000 職員御岳父様葬儀

平成26年8月29日

弔慰金

17,960 町議御尊父様葬儀

平成26年8月30日

その他

10,000 伊勢ケ濱部屋との交流会

10,000 新党大地「結成１０年記念の会」

10,000 衆議院議員政経セミナー

4,752 特産品ＰＲ

合計

25件

177,880

累計

98件

782,555

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年９月分）
支出年月日

支出区分 支出金額
10,000

支出内容等
フィンランド共和国スオミサルム技術専門学校留学
生歓迎夕食会

平成26年9月1日

その他

平成26年9月2日

その他

5,000 石狩川流域シンポジウム参加負担金

平成26年9月4日

祝儀等

10,000 空知栗山しらゆり会設立総会・懇親会

平成26年9月5日

その他

平成26年9月6日

祝儀等

平成26年9月10日

弔慰金

平成26年9月12日

祝儀等

平成26年9月12日

弔慰金

平成26年9月13日

祝儀等

10,000 （一社）栗山青年会議所創立４５周年記念式典

平成26年9月13日

その他

10,000 健康づくり講演会懇親会

平成26年9月13日

その他

3,888 特産品ＰＲ

平成26年9月14日

祝儀等

8,000 元図書館長博士学位授与を祝う会

平成26年9月15日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年9月18日

その他

平成26年9月18日

その他

平成26年9月19日

会費

平成26年9月24日

弔慰金

17,960 職員御母堂様葬儀

平成26年9月25日

祝儀等

10,000 栗山親子獅子舞激励

平成26年9月25日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年9月25日

その他

5,400 特産品ＰＲ

平成26年9月26日

弔慰金

10,000 妹背牛町長御尊父様葬儀

平成26年9月26日

祝儀等

10,000 参議院議員政経セミナー

平成26年9月29日

弔慰金

10,000 上砂川副町長御尊父様葬儀

2,376 特産品ＰＲ
10,000 栗高さっぽろ会平成２６年度総会・懇親会
5,000 継立まつば保育園保育士葬儀
10,000 参議院議員政経セミナー
5,000 元町議御令室様葬儀

10,000 継立神社祭典行事
4,752 特産品ＰＲ
70,000 栗山ロータリークラブ2014-2015上期分会費

合計

23件

244,504

累計

121件

1,027,059

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年１０月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成26年10月1日

その他

10,000 東京栗山会・第20回北海道産直ファアin代々木激励

平成26年10月3日

その他

10,000 栗山町議会議友会総会及び懇談会

平成26年10月5日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年10月8日

その他

3,888 特産品ＰＲ

平成26年10月9日

その他

10,000 栗山地区保護司会「特別自主研修会」懇談会

平成26年10月9日

その他

10,000 栗山高等学校弓道部第６９回国民体育大会出場激励

平成26年10月10日

会費

平成26年10月10日

弔慰金

平成26年10月14日

その他

平成26年10月15日

その他

平成26年10月15日

その他

10,000 栗山町内連合会懇親会

平成26年10月20日

弔慰金

17,960 南空知消防組合職員御尊父様葬儀

平成26年10月21日

その他

4,536 特産品ＰＲ

平成26年10月21日

その他

5,300 栗山町まちづくり懇話会

平成26年10月22日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年10月23日

弔慰金

5,000 町政功労者御令室様葬儀

平成26年10月25日

祝儀等

20,000 自由民主党北海道政経セミナー

平成26年10月26日

祝儀等

22,960 栗山町陸上競技協会創立６０周年記念祝賀会

平成26年10月28日

会費

4,000 恵庭地方自衛隊高級幹部歓迎会
5,000 元体育指導委員葬儀
42,532 海外出張経費 懇談会費
4,536 特産品ＰＲ

5,000 市町村長政策研究会拡大研究会懇親会

合計

19件

197,840

累計

140件

1,224,899

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年１１月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成26年11月1日

弔慰金

10,000 南空知葬斎組合代表監査委員葬儀

平成26年11月2日

弔慰金

10,000 恵庭市長様御尊父様葬儀

平成26年11月4日

祝儀等

10,000 栗山町叙勲者清風会総会及び懇談会

平成26年11月8日

その他

44,463 海外出張経費 懇談会費

平成26年11月14日

負担金

7,500 栗山ロータリークラブ地区大会登録負担金

平成26年11月14日

その他

9,504 特産品ＰＲ

平成26年11月15日

祝儀等

平成26年11月17日

その他

平成26年11月19日

弔慰金

10,000 町政功労者御令室様葬儀

平成26年11月24日

弔慰金

5,000 町政功労者御母堂様葬儀

平成26年11月27日

その他

10,800

平成26年11月28日

弔慰金

17,960 職員御母堂様葬儀

平成26年11月28日

祝儀等

10,000 栗山商工会議所優良従業員表彰式

10,000 衆議院議員後援会南々空知連絡協議会設立祝賀会
1,512 特産品ＰＲ

合計

13件

156,739

累計

153件

1,381,638

ガーデンハウスくりやま「第１回きた食ｄａｙコン
テスト」グランプリ受賞

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２６年１２月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成26年12月3日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年12月3日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年12月4日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年12月5日

祝儀等

平成26年12月7日

弔慰金

5,000 情報公開・個人情報保護審査会長御尊父様葬儀

平成26年12月9日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年12月10日

その他

3,000 栗山金融協会との意見交換会

平成26年12月12日

弔慰金

5,000 役場庁舎内環境美化協力者御令室様葬儀

平成26年12月17日

その他

平成26年12月18日

弔慰金

5,000 役場庁舎建設協力者御令室様儀

平成26年12月18日

その他

10,000 栗山工業団地企業協議会忘年会

平成26年12月18日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年12月19日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成26年12月19日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年12月20日

祝儀等

10,000 新党大地大望年会大地祭

平成26年12月22日

その他

14,256 特産品ＰＲ

平成26年12月22日

その他

5,000 栗山町森林組合交流会

平成26年12月24日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年12月24日

その他

1,512 特産品ＰＲ

平成26年12月25日

その他

4,752 特産品ＰＲ

平成26年12月25日

弔慰金

5,000 町政功労者御令室様葬儀

平成26年12月28日

その他

4,700 近隣町長懇談会

平成26年12月28日

その他

8,856 特産品ＰＲ

平成26年12月30日

弔慰金

10,000 栗山商工会議所平成２６年度永年勤続役員議員表彰式

10,000 政策評価委員会懇談会

10,000 元南幌町長葬儀

合計

24件

138,212

累計

177件

1,519,850

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２７年１月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成27年1月6日

祝儀等

平成27年1月6日

弔慰金

平成27年1月7日

弔慰金

平成27年1月8日

その他

平成27年1月8日

祝儀等

平成27年1月9日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成27年1月9日

祝儀等

5,000 栗山消費者協会新年親睦会

平成27年1月11日

弔慰金

5,000 元職員御母堂様葬儀

平成27年1月12日

弔慰金

15,800 元職員葬儀

平成27年1月13日

祝儀等

10,000 栗山町交通安全指導員部新年交礼会

平成27年1月14日

弔慰金

10,000 町政功労者御令室様葬儀

平成27年1月14日

祝儀等

10,000 栗山らいらっく会新年懇親会

平成27年1月15日

その他

平成27年1月16日

祝儀等

10,000 愛全会グループ新年交礼会

平成27年1月22日

祝儀等

10,000 栗山地区連合会旗開き・チャリティパーティー

平成27年1月22日

その他

2,160 特産品ＰＲ

平成27年1月22日

その他

2,160 特産品ＰＲ

平成27年1月23日

その他

2,160 特産品ＰＲ

平成27年1月23日

祝儀等

5,000 栗山町遺族会新年懇親会

平成27年1月23日

祝儀等

10,000 角田交通安全友の会新年交礼会

平成27年1月23日

その他

10,000 全国高校生スキー大会出場激励

平成27年1月24日

祝儀等

5,000 日本共産党栗山新春のつどい

平成27年1月28日

弔慰金

22,960 元町議会議員葬儀

平成27年1月29日

祝儀等

10,000 栗山町農業委員会新春懇談会

平成27年1月29日

その他

10,000 栗山消防団出初登梯激励
5,000 元職員御令室様葬儀
18,500 職員御尊父様葬儀
2,376 特産品ＰＲ
10,000 （一社）栗山青年会議所新年交礼会

7,128 特産品ＰＲ

3,024 特産品ＰＲ

合計

25件

203,644

累計

202件

1,723,494

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２７年２月分）
支出年月日

支出区分

支出金額

支出内容等

平成27年2月2日

祝儀等

5,000 衆議院議員新春の集い

平成27年2月2日

その他

4,000 空知ゆかりの道職員と市長及び町長との交流会

平成27年2月3日

祝儀等

平成27年2月4日

弔慰金

平成27年2月4日

その他

平成27年2月4日

その他

6,174 特産品ＰＲ

平成27年2月5日

弔慰金

5,000 元町議会議長御令室様葬儀

平成27年2月5日

弔慰金

5,000 固定資産評価審査委員御尊父様葬儀

平成27年2月5日

その他

5,300 栗山町まちづくり懇話会

平成27年2月6日

その他

4,000 阿野呂第一炭鉱新日出露天坑開山奉告祭

平成27年2月7日

祝儀等

2,500 衆議院議員新春を祝う会

平成27年2月8日

祝儀等

平成27年2月9日

その他

5,000 石狩川流域圏会議懇談会

平成27年2月9日

その他

7,000 第11回Smart Wellness City首長研究会懇親会

平成27年2月9日

その他

1,080 特産品ＰＲ

平成27年2月10日

弔慰金

17,960 元農業委員葬儀

平成27年2月11日

弔慰金

17,960 元農業委員葬儀

平成27年2月12日

その他

5,000 南空知葬斎組合懇親会

平成27年2月13日

その他

3,087 特産品ＰＲ

平成27年2月13日

祝儀等

5,000 参議院議員２０１５年新春の集い

平成27年2月16日

その他

3,564 特産品ＰＲ

平成27年2月16日

その他

20,000 「オテル・ドゥ・ミクニ３０周年」を祝う会

平成27年2月16日

祝儀等

10,000 栗山町技能協会懇親会

平成27年2月16日

弔慰金

22,960 高額寄附者葬儀

平成27年2月17日

その他

10,000 南空知消防組合議会行政懇談会

平成27年2月18日

その他

平成27年2月18日

見舞い

10,000 北海道議会議員お見舞い

平成27年2月19日

祝儀等

10,000 栗山町交通安全ゆりの会新年交礼会

平成27年2月19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27年2月19日

その他

6,436 特産品ＰＲ

平成27年2月19日

その他

20,000 企業誘致懇談会

平成27年2月20日

祝儀等

20,000 公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団2014年度活動報告会

平成27年2月21日

祝儀等

10,000 栗山商工会議所青年部誕生３０周年記念式典

平成27年2月23日

その他

16,000 栗山町農業団体連絡協議会農団長会議

平成27年2月23日

見舞い

平成27年2月25日

祝儀等

平成27年2月25日

その他

平成27年2月26日

会費

平成27年2月26日

その他

平成27年2月28日

その他

10,000 栗山町社会福祉協議会新春懇談会
5,000 町政功労者御母堂様葬儀
10,000 サンクＦＣくりやま全国大会激励

10,000 阿野呂川総合防災工事促進期成会新年総会

3,087 特産品ＰＲ

5,000 民生委員児童委員協議会副会長お見舞い
10,000 栗山町内連合会総会懇親会
6,651 特産品ＰＲ
75,000 栗山ロータリークラブ2014～2015下期分会費
5,153 特産品ＰＲ
10,000 栗山ロータリークラブ主管

合計

40件

412,912

累計

242件

2,136,406

第３グループＩ・Ｍ事業

別記様式

町長交際費支出状況
（平成２７年３月分）
支出年月日

支出区分 支出金額

支出内容等

平成27年3月1日

その他

10,000 町功労者と絆の集い

平成27年3月1日

祝儀等

5,000 継立町内連合会敬老会

平成27年3月2日

その他

3,087 特産品ＰＲ

平成27年3月5日

祝儀等

10,000 北海道介護福祉学校卒業祝賀会

平成27年3月6日

祝儀等

10,000 栗山建設協会創立６０周年記念式典、祝賀会

平成27年3月7日

その他

10,000 札響ひなまつりコンサート懇談会

平成27年3月8日

祝儀等

平成27年3月10日

その他

19,476 特産品ＰＲ

平成27年3月13日

その他

3,087 特産品ＰＲ

平成27年3月13日

その他

10,000 夕張川魚道シンポジウム懇談会

平成27年3月13日

その他

10,926 特産品ＰＲ

平成27年3月16日

その他

9,261 特産品ＰＲ

平成27年3月16日

その他

1,512 特産品ＰＲ

平成27年3月18日

その他

5,000 栗山警察署関係者「送別の宴」

平成27年3月20日

祝儀等

10,000 栗山商工会議所通常議員総会懇親会

平成27年3月20日

弔慰金

22,960 町政功労者葬儀

平成27年3月21日

祝儀等

5,000 知的障害をもつ人の永年勤続者等を「お祝いする会」

平成27年3月24日

祝儀等

5,000 栗山町身体障害者福祉協会総会

平成27年3月24日

その他

7,128 特産品ＰＲ

平成27年3月25日

祝儀等

平成27年3月25日

その他

2,376 特産品ＰＲ

平成27年3月25日

その他

6,174 特産品ＰＲ

平成27年3月30日

祝儀等

5,000 栗山町遺族会総会

3,000 元衆議院議員新春を祝う会

14,364 自衛隊入隊者壮行激励記念品

合計

23件

188,351

累計

265件

2,324,757

