
執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

4月2日 弔慰 5,000 職員 ご祖母 葬儀香典

4月12日 会費 3,000 平成２６年度森町自衛隊父兄会総会 会費

4月14日 弔慰 5,000 職員 義祖母 葬儀香典

4月15日 弔慰 10,000 元八雲町長 葬儀香典

4月15日 弔慰 13,500 元八雲町長 葬儀供花

4月23日 渉外 1,970 北海道大学大学院工学研究院訪問時（土産）

4月23日 渉外 5,600 北海道大学歯学部訪問時（土産）

4月23日 弔慰 10,000 旧砂原町元教育長 ご母堂 葬儀香典

4月23日 弔慰 13,500 旧砂原町元教育長 ご母堂 葬儀供花

4月24日 弔慰 10,000 パート職員 ご母堂 葬儀香典

4月24日 弔慰 12,960 パート職員 ご母堂 葬儀供花

4月25日 弔慰 5,000 職員 ご令妹 葬儀香典

4月25日 弔慰 12,960 職員 ご令妹 葬儀供花

4月26日 会費 3,000 平成26年度森町自衛隊協力会懇親会 会費

4月28日 会費 8,000 平成26年度渡島廃棄物処理広域連合議会第１回臨時会懇親会 会費

4月30日 会費 5,000 平成26年度校長会・教頭会・教育委員会合同歓迎会 負担金

当月計 16件 124,490

年度累計 16件 124,490

平成26年度交際費執行状況

【平成26年4月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

5月7日 弔慰 10,000 100歳以上の町民 葬儀香典

5月7日 弔慰 12,960 １00歳以上の町民 葬儀供花

5月9日 弔慰 5,000 職員 ご義父 葬儀香典

5月9日 弔慰 12,960 職員 ご義父 葬儀供花

5月10日 弔慰 5,000 臨時職員 ご祖父 葬儀香典

5月10日 渉外 34,144 静岡県森町・青森県外ヶ浜町来町時（会食代）

5月10日 会費 6,000 北海道森町ふる里の会来町時懇親会 会費

5月11日 会費 6,000 道南自衛隊父兄会懇親会 会費

5月11日 渉外 26,640 静岡県森町・青森県外ヶ浜町 森桜まつり会場来場時（会食代）

5月11日 渉外 8,560 静岡県森町・青森県外ヶ浜町来町時（土産）

5月11日 渉外 39,400 北海道森町ふる里の会 森桜まつり会場来場時（会食代）

5月11日 渉外 53,190 北海道森町ふる里の会来町時（土産）

5月13日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

5月13日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

5月17日 慶祝 10,000 北海道オープンペタンク森大会 祝儀

5月18日 慶祝 10,000 第８回森町桜まつり協賛ばんば競技大会 祝儀

5月20日 会費 5,500 道南自衛官志願推進協議会懇親会 会費

5月24日 弔慰 5,000 議員 ご母堂 葬儀香典

5月24日 弔慰 12,960 議員 ご母堂 葬儀供花

5月26日 会費 6,000 第28普通科連隊長兼函館駐屯地司令吉原１佐歓迎懇親会 会費

5月28日 会費 5,000 第87回日本港湾協会定時総会港湾関係者交流会 会費

5月31日 渉外 10,000 2014原水爆禁止国民平和大行進 賛助金

当月計 22件 307,274

年度累計 38件 431,764

【平成26年5月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

6月7日 慶祝 50,000 YOSAKOIソーラン祭り 森町出場チーム応援時 祝儀

6月8日 慶祝 20,000 北海道ふるさとの会総会 祝儀

6月8日 慶祝 15,386 北海道ふるさとの会総会懇親会（お酒等）

6月8日 渉外 30,000 大沼レイクゴルフクラブ「森町長杯」協賛金

6月14日 渉外 12,688 奥尻ムーンライトマラソン協賛品

6月14日 弔慰 5,000 議員 ご母堂 葬儀香典

6月14日 弔慰 12,960 議員 ご母堂 葬儀供花

6月15日 弔慰 5,000 元職員 葬儀香典

6月16日 弔慰 5,000 職員 義祖父 葬儀香典

6月20日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

6月20日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

6月20日 会費 8,000 滄海友の会創立２０周年記念祝賀会 会費

6月24日 渉外 3,672 資源エネルギー政策に関する協議時（土産）

6月25日 弔慰 5,000 職員 ご祖父 葬儀香典

当月計 14件 195,666

年度累計 52件 627,430

【平成26年6月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

7月2日 会費 5,000 北海道縄文のまち連絡会情報交換会 負担金

7月5日 弔慰 10,000 町の表彰者 葬儀香典

7月5日 弔慰 12,960 町の表彰者 葬儀供花

7月5日 慶祝 4,039 三吉神社祭典 祝儀（お酒）

7月6日 弔慰 5,000 職員 ご祖母 葬儀香典

7月11日 弔慰 10,000 町の表彰者 葬儀香典

7月11日 弔慰 12,960 町の表彰者 葬儀供花

7月11日 弔慰 5,000 職員 義祖母 葬儀香典

7月11日 慶祝 3,460 宿野辺神社祭典 祝儀（お酒）

7月15日 弔慰 10,000 町の表彰者 葬儀香典

7月15日 慶祝 4,034 砂原稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

7月15日 慶祝 4,255 内浦神社祭典 祝儀（お酒）

7月17日 弔慰 10,000 臨時職員 ご母堂 葬儀香典

7月17日 弔慰 12,960 臨時職員 ご母堂 葬儀供花

7月19日 会費 1,500 八雲分屯基地創立３７周年記念式典及び祝賀会 会費

7月21日 慶祝 4,000 西石倉稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

7月23日 弔慰 10,000 町功労者 葬儀香典

7月23日 弔慰 12,960 町功労者 葬儀供花

7月24日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

7月24日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

7月30日 慶祝 3,910 石倉稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

当月計 22件 164,998

年度累計 74件 792,428

【平成26年７月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

8月1日 慶祝 4,000 本茅部稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月2日 慶祝 4,000 蛯谷稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月2日 慶祝 3,700 東森稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月3日 慶祝 3,700 尾白内稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月4日 慶祝 3,900 港町海神社祭典 祝儀（お酒）

8月7日 慶祝 4,000 森稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月8日 慶祝 45,000 森稲荷神社祭典時 祝儀（８団体）

8月14日 慶祝 20,000 さわら恋来い夏まつり 祝儀

8月14日 慶祝 3,460 駒ヶ岳神社祭典 祝儀（お酒）

8月15日 慶祝 3,800 赤井川神社祭典 祝儀（お酒）

8月15日 慶祝 4,000 鳥崎稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月16日 慶祝 4,000 富士見町稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月17日 慶祝 4,000 鷲ノ木稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月18日 弔慰 5,000 職員 ご義母 葬儀香典

8月18日 弔慰 12,960 職員 ご義母 葬儀供花

8月18日 慶祝 4,034 掛澗稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月19日 慶祝 3,460 東山稲荷神社祭典 祝儀（お酒）

8月19日 慶祝 4,255 沼尻白旗神社祭典 祝儀（お酒）

8月22日 弔慰 5,000 パート職員 ご義母 葬儀香典

8月22日 弔慰 12,960 パート職員 ご義母 葬儀供花

8月29日 弔慰 10,000 臨時職員 ご母堂 葬儀香典

8月29日 弔慰 12,960 臨時職員 ご母堂 葬儀供花

8月30日 慶祝 8,100 砂原漁港海難慰霊祭（生花）

8月31日 会費 5,000 陸上自衛隊函館駐屯地創立６４周年記念行事 会費

当月計 24件 191,289

年度累計 98件 983,717

【平成26年８月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

9月6日 慶祝 16,200 森町防火協会創立５０周年記念式典（生花）

9月6日 慶祝 10,000 森町防火協会創立５０周年記念式典祝賀会 祝儀

9月6日 弔慰 5,000 職員 ご祖母 葬儀香典

9月7日 慶祝 3,900 白川神社祭典 祝儀（お酒）

9月9日 慶祝 5,000 二ツ山朝日神社祭典 祝儀

9月9日 慶祝 7,495 二ツ山朝日神社祭典 祝儀（お酒等）

9月11日 慶祝 3,900 拓栄神社祭典 祝儀（お酒）

9月13日 渉外 1,800
森町(駒ヶ岳・大沼)の地域ブランド向上実地調査に伴う意見交
換会（会食代）

9月14日 渉外 100,000 グリーンピア大沼第７回花火大会 協賛金

9月14日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

9月14日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

9月14日 慶祝 3,910 濁川神社例大祭 祝儀（お酒）

9月16日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

9月16日 弔慰 13,500 職員 ご尊父 葬儀供花

9月16日 渉外 8,000
超党派地熱発電普及推進議員連盟視察に伴う意見交換会（会食
代）

9月20日 慶祝 3,900 姫川神社祭典 祝儀（お酒）

9月22日 弔慰 10,000 町の表彰者 葬儀香典

9月22日 弔慰 12,960 町の表彰者 葬儀供花

9月23日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

9月23日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

9月26日 弔慰 16,740 元国保病院医師 ご尊父 葬儀供花

9月27日 慶祝 16,200 元森町議会議員 杉浦幸雄氏旭日双光章を祝う会（生花）

当月計 22件 294,425

年度累計 120件 1,278,142

【平成26年９月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

10月2日 渉外 3,000
森町教育水準向上対策協議会教育講演会に伴う懇談会（会食
代）

10月4日 慶祝 10,000 大沼高原フェスティバル 祝儀

10月4日 渉外 10,000 第４回ＭＯＡ美術館森児童作品展 協賛金

10月7日 弔慰 12,960 職員 ご義父 葬儀供花

10月8日 弔慰 12,960 臨時職員 ご母堂 葬儀供花

10月14日 渉外 15,000 町産品に係る意見交換のため（会食代）

10月17日 弔慰 10,000 高額寄付者 ご令室 葬儀香典

10月17日 会費 6,000 平成27年道南ブロック交通安全指導員研修会交流会 負担金

10月20日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

10月20日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

10月20日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

10月20日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

10月21日 渉外 13,000 南北海道市町村連絡協議会懇親会（お酒等）

10月24日 弔慰 10,000 元森町議会議員 葬儀香典

10月24日 弔慰 12,960 元森町議会議員 葬儀供花

10月31日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

10月31日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

当月計 17件 184,760

年度累計 137件 1,462,902

【平成26年１０月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

11月1日 慶祝 20,000 森町文化祭時 祝儀 森町文化協会

11月1日 慶祝 10,000 森町文化祭時 祝儀 森町女性団体協議会

11月1日 慶祝 10,000 森町文化祭時 祝儀 表千家茶道会

11月1日 慶祝 20,000 森町文化祭時 祝儀 森町文化協会砂原支部（芸能、音楽）

11月1日 慶祝 20,000 森町文化祭時 祝儀 森町文化協会砂原支部（作品展示等）

11月5日 渉外 51,840 超党派地熱発電普及推進議員連盟訪問時（土産）

11月6日 渉外 14,810 高額寄付者 訪問時（土産）

11月6日 渉外 10,000 どさんこ酒場森町しげぞう霞が関店開店祝い（生花）

11月10日 弔慰 10,000 森町議会議員 葬儀香典

11月10日 弔慰 12,960 森町議会議員 葬儀供花

11月12日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

11月12日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

11月12日 弔慰 10,000 職員 ご母堂 葬儀香典

11月18日 渉外 6,480 渡島町村会行政懇談会（飲み物）

11月18日 渉外 5,314 渡島町村会行政懇談会（飲み物）

11月23日 会費 2,000 平成26年森町稲荷神社新嘗祭直会 会費

11月28日 弔慰 10,000 町の感謝状受賞者 葬儀香典

11月28日 弔慰 12,960 町の感謝状受賞者 葬儀供花

11月29日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

11月29日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

11月30日 弔慰 5,000 職員 ご令兄 葬儀香典

11月30日 弔慰 13,500 職員 ご令兄 葬儀供花

11月30日 会費 8,000 道南自衛隊父兄会創立５０周年記念祝賀会 会費

当月計 23件 298,784

年度累計 160件 1,761,686

【平成26年１１月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

12月2日 渉外 4,900 北海道大学医学部、札幌医科大学訪問時（土産）

12月9日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

12月9日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

12月11日 弔慰 5,000 職員 ご令妹 葬儀香典

12月11日 渉外 2,300 増子参議院議員来庁時（土産）

12月18日 弔慰 5,000 元職員 葬儀香典

12月20日 弔慰 12,960 臨時職員 ご尊父 葬儀供花

12月20日 渉外 14,731 高額寄付者へ特産品送付

当月計 8件 67,851

年度累計 168件 1,829,537

【平成26年１２月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

1月4日 弔慰 5,000 職員 ご義父 葬儀香典

1月4日 弔慰 12,960 職員 ご義父 葬儀供花

1月9日 会費 6,000 森青年会議所2015年度新年交礼会 会費

1月19日 会費 3,000 平成２７年赤井川町内会新春の集い 会費

1月27日 弔慰 10,000 臨時職員 ご母堂 葬儀香典

1月27日 弔慰 12,960 臨時職員 ご母堂 葬儀供花

1月30日 会費 3,000 森町林業グループ平成２７年度通常総会懇親会 会費

当月計 7件 52,920

年度累計 175件 1,882,457

【平成27年１月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

2月3日 会費 5,000 第２回地熱利活用のシンポジウム懇親会 会費

2月5日 会費 7,000 森町建設協会新年会 会費

2月6日 弔慰 5,000 職員 ご義父 葬儀香典

2月6日 弔慰 12,960 職員 ご義父 葬儀供花

当月計 4件 29,960

年度累計 179件 1,912,417

【平成27年2月分】



平成26年度交際費執行状況

執行月日 支出区分 支出金額(円) 内容

3月2日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

3月2日 弔慰 5,000 職員 ご令姉 葬儀香典

3月2日 弔慰 13,500 職員 ご令姉 葬儀供花

3月3日 会費 4,000
地域フォーラムｉｎ森町
「再生可能エネルギーの地産地消によるまちづくり」懇親会 会費

3月5日 会費 5,000
一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部
駒ヶ岳・大沼地区会　設立１０周年記念例会 会費

3月10日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

3月10日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

3月23日 会費 5,000 平成２６年度校長会・教頭会・教育委員会合同送別会 負担金

3月27日 弔慰 10,000 職員 ご尊父 葬儀香典

3月27日 弔慰 12,960 職員 ご尊父 葬儀供花

3月27日 会費 7,000 砂原商工会事務局長歓送迎会 会費

3月31日 渉外 2,300 結城農場訪問時（土産）

3月31日 渉外 1,050 結城農場訪問時（土産）

3月31日 会費 2,000 森町稲荷神社初午祭　会費

当月計 14件 103,730

年度累計 193件 2,016,147

【平成27年３月分】


