
　交際費支出状況（令和元年度分）

支出月日 区分 内　　　　　容 支出先 支出金額

4月2日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者丹代敏榮様　弔問 遺族 3,000円

4月3日 会費 平川市保育連絡協議会総会懇親会（３名分） 平川市保育連絡協議会 12,000円

4月4日 弔慰 平川市善行表彰受賞者八木橋清隆様　通夜 遺族 3,000円

4月5日 会費 南地方市町村教育委員会連絡協議会情報交換会
南地方市町村教育委員会連
絡協議会

5,000円

4月12日 会費 弘前人擁護委員協議会平川地区部会総会（３名分）
弘前人権擁護委員協議会平
川地区部会

15,000円

4月12日 会費 平川市農業委員会歓送迎会 平川市農業委員会 6,000円

4月16日 祝儀 平川市商工会青年部総会懇親会 平川市商工会青年部 5,000円

4月18日 会費 青森県市長会総会 青森県市長会 7,000円

4月19日 会費 平川市観光協会総会懇親会 平川市観光協会 4,000円

4月20日 祝儀 世界一の扇ねぷた運行実行委員会総会懇親会
世界一の扇ねぷた運行実行
委員会

5,000円

4月21日 会費 弘前駐屯地創立51周年記念祝賀会
防衛協会津軽地区連絡協議
会

4,000円

4月22日 祝儀 平川市商工会女性部総会懇親会 平川市商工会女性部 5,000円

4月25日 会費
Ｂ＆Ｇ財団地域海洋センター東北ブロック連絡協議会
情報交換会（２名分）

Ｂ＆Ｇ財団地域海洋センター
東北ブロック連絡協議会

10,000円

4月25日 祝儀 ＪＡ津軽みらい園芸生産出荷協議会総会懇親会
ＪＡ津軽みらい園芸生産出
荷協議会

5,000円

4月27日 会費 平川市読書推進運動協議会総会懇親会 平川市読書推進運動協議会 1,000円

5月3日 接遇 知覧特攻慰霊祭供物 ㈱スターリングフーズ 6,932円

5月8日 祝儀 ＪＲ旅館ホテル連盟秋田・津軽支部総会懇親会
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟
東日本地域本部秋田・津軽支部 10,000円

5月10日 接遇 南九州市・JA南さつまお茶贈呈式懇親会 東京会館 27,000円

5月10日 接遇 お茶贈呈式来訪者市内観光案内（南九州市） 盛美園 1,290円

5月10日 接遇 南九州市・JA南さつまお茶贈呈式土産代 津軽みらい農業協同組合 9,000円

5月10日 接遇 南九州市・JA南さつまお茶贈呈式土産代 青森県土産販売㈱ 9,072円

5月10日 会費 河南地区保護司会総会懇親会 河南地区保護司会 3,000円

5月11日 会費 平川市連合ＰＴＡ総会懇親会 平川市連合ＰＴＡ 2,000円

5月14日 会費 平川市交通安全協会総会懇親会 平川市交通安全協会 1,000円

5月15日 祝儀 南黒食品衛生協会総会懇親会 南黒食品衛生協会 3,000円

5月16日 祝儀
黒石地区安全運転管理事業主会・黒石地区安全運
転管理者協会交通安全大会懇談会

黒石地区安全運転管理事業
主会・安全運転管理者協会

5,000円

5月21日 会費 平川市企業連絡協議会総会（２名分） 平川市企業連絡協議会 10,000円

5月21日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者山口長一様　通夜 遺族 3,000円

5月21日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者工藤政満様　通夜 遺族 3,000円



5月22日 会費 黒石地区交通安全協会総会 黒石地区交通安全協会 3,000円

5月23日 弔慰 平川市善行表彰受賞者山口昇様　通夜 遺族 3,000円

5月24日 祝儀 平川市商工会総会懇親会 平川市商工会 5,000円

5月24日 会費 ひらかわねぷた連絡協議会総会（２名分） ひらかわねぷた連絡協議会 8,000円

5月25日 会費 平川市スポーツ協会総会（４名分） 平川市スポーツ協会 8,000円

5月27日 祝儀 大川記念農業教育基金協会総会 大川記念農業教育基金協会 3,000円

5月30日 祝儀 ㈱アップルランド南田温泉株主総会懇親会 ㈱アップルランド南田温泉 5,000円

5月30日 祝儀 ㈲おのえ企画総会懇親会 ㈱おのえ企画 5,000円

5月31日 会費 平川市文化協会総会懇親会 平川市文化協会 1,000円

5月31日 祝儀 平川市建設協会総会懇親会 平川市建設協会 5,000円

6月1日 会費 弘前大学創立７０周年記念祝賀会 弘前大学 5,000円

6月2日 会費 隊友会中弘南黒地区合同交歓会
公益社団法人　隊友会　青
森県隊友会南津軽支部

5,000円

6月7日 祝儀 平川市管工事業協同組合総会懇親会 平川市管工事業協同組合 5,000円

6月14日 会費 平川市防犯協会総会懇親会 平川市防犯協会 1,000円

6月15日 会費 平川市防衛協会総会意見交換会 平川市防衛協会 4,000円

6月16日 祝儀 東京津軽平川会総会 東京津軽平川会 10,000円

6月16日 接遇 東京津軽平川会総会土産代
㈲まごころ農場、㈱木村食
品工業

27,120円

6月18日 祝儀 弘前地区消防防災協会南部会総会懇親会
弘前地区消防防災協会南部
会

3,000円

6月24日 祝儀 平川市食品衛生協会総会懇親会 平川市食品衛生協会 3,000円

6月24日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者葛西常造様　通夜 遺族 3,000円

6月25日 祝儀 平川市物産協会総会懇親会 平川市物産協会 5,000円

6月26日 弔慰 平川市善行表彰受賞者成田昌平様　通夜 遺族 3,000円

6月30日 祝儀 碇ヶ関地域活性化推進協議会総会懇親会
碇ヶ関地域活性化推進協議
会

3,000円

7月9日 祝儀 緑青園後援会総会懇親会 緑青園後援会 5,000円

7月11日 会費
国営平川二期地区土地改良事業促進協議会意見交
換会

国営平川二期地区土地改良
事業促進協議会

3,000円

7月12日 弔慰 平川市善行表彰受賞者鎌田銀一様　通夜 遺族 3,000円

7月12日 会費 弘南鉄道弘南線イベント列車視察（３名分） 弘南鉄道㈱ 12,000円

7月14日 祝儀 平川市連合獅子踊保存会　祝儀（日本酒） カサイ食品センター 3,888円

7月16日 弔慰 平川市民生委員・児童委員西谷貴市様　弔問 遺族 3,000円

7月17日 祝儀 あおぎん青令会発足記念パーティー（２名分） あおぎん青令会 10,000円

7月19日 祝儀 青森県５０歳野球連盟４０周年記念式典・祝賀会 青森県５０歳野球連盟 5,000円



7月20日 接遇 南九州市知覧ねぷた祭り土産代 平川市観光協会 22,500円

7月20日 接遇 南九州市知覧ねぷた祭り土産代 西谷菓子店 7,700円

7月25日 会費 平川市農業委員会懇親会 平川市農業委員会 6,000円

7月28日 会費 市町村対抗青森県民体育大会解団式（５名分） 平川市体育協会 15,000円

7月29日 会費 黒石地区防犯協会理事会・定期総会意見交換会 黒石地区防犯協会 3,000円

7月31日 弔慰 平川市善行表彰受賞者佐藤光様　通夜 遺族 3,000円

8月2日 接遇 来客用ねぷた有料観覧席 平川市観光協会 4,000円

8月2日 接遇 南九州市来訪時土産代 津軽みらい農業協同組合 7,600円

8月3日 接遇 来客用ねぷた有料観覧席 平川市観光協会 10,000円

8月10日 祝儀 アピール納涼祭 ㈱アピール親睦会 5,000円

8月19日 会費 衆議院議員木村次郎氏を囲む市町村長の集い
木村次郎氏を囲む市町村長
の集い実行委員会

5,000円

8月20日 祝儀 緑青園盆踊り＆花火大会 緑青園 5,000円

8月21日 会費 青森県市長会総会懇親会（２名分） 青森県市長会 14,000円

8月24日 会費 平川サガリ研究会発足記念イベント（２名分） 平川サガリ研究会 6,000円

8月24日 弔慰 平川市善行表彰受賞者内山久一様　通夜 遺族 3,000円

8月29日 会費 台中市温泉観光協会との意見交換会（３名分）
南田温泉ホテルアップルラ
ンド

21,000円

8月31日 会費 ひらかわねぷた連絡協議会反省会（２名分） ひらかわねぷた連絡協議会 8,000円

9月7日 会費 平川市認定農業者連絡協議会意見交換会（２名分）
平川市認定農業者連絡協議
会

6,000円

9月12日 祝儀 青森県中小企業団体中央会地区別懇談会 青森県中小企業団体中央会 5,000円

10月1日 祝儀 青森県建設組合連合会運営協議会懇親会 青森県建設組合連合会 5,000円

10月5日 会費
青森県立尾上総合高等学校創立２０周年記念祝賀
会

青森県立尾上総合高等学校創
立２０周年記念行事実行委員会

6,000円

10月6日 祝儀 平賀ライオンズクラブ結成５０周年記念祝賀会
平賀ライオンズクラブ５０周
年記念事業実行委員会

10,000円

10月8日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者小野照隆様　通夜 遺族 3,000円

10月9日 会費 中南地区地域づくり懇談会懇親会 青森河川国道事務所 4,100円

10月10日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者工藤操様　弔問 遺族 3,000円

10月22日 弔慰 市議会議員原田淳氏ご母堂様　通夜 遺族 5,000円

10月22日 弔慰 市議会議員原田淳氏ご母堂様　供花 ㈱西谷造花店 22,000円

10月24日 祝儀 中小企業団体青森県大会 青森県中小企業団体中央会 5,000円

11月6日 祝儀 青森県食品衛生大会祝賀会
青森県食品衛生大会実行委
員会

5,000円

11月13日 会費 交通安全青森県民大会受賞祝賀会 黒石地区交通安全協会 3,000円

11月27日 弔慰 元尾上町助役小林良司様　葬儀　供花料 遺族 30,000円



11月30日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者今井義博様　通夜 遺族 3,000円

12月3日 弔慰 平川市善行表彰受賞者對馬俊道様　通夜 遺族 3,000円

12月6日 会費 南黒医師会忘年会 南黒医師会 6,000円

12月13日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者岩渕守彦様　通夜 遺族 3,000円

12月14日 会費 自衛官募集相談員中弘南黒平川地区協議会懇親会
自衛官募集相談員中弘南黒
平川地区協議会

4,500円

12月24日 会費 黒石記者クラブ筆供養 黒石記者クラブ 8,000円

1月4日 祝儀 碇ヶ関建設組合総会懇親会 碇ヶ関建設組合 5,000円

1月5日 弔慰 平川市善行表彰受賞者佐々木柾市様　通夜 遺族 3,000円

1月6日 祝儀 平賀建築組合総会懇親会 平賀建築組合 5,000円

1月8日 祝儀 平川市尾上職人組合総会懇親会 平川市尾上職人組合 5,000円

1月10日 会費 平川市消防団本部新年会（３名分） 平川市消防団 21,000円

1月10日 祝儀 七峰会新年会 七峰会 5,000円

1月11日 会費 南黒歯科医師会新年会 南黒歯科医師会 6,000円

1月17日 会費 平川市観光協会新年会（２名分） 平川市観光協会 10,000円

1月19日 会費 防衛協力団体合同による新年交歓会 防衛協力団体（隊友会・自衛隊家族会・郷友
会・偕行会）合同新年交歓会実行委員会 5,000円

1月23日 弔慰 平川市善行表彰受賞者清藤慶子様　通夜 遺族 3,000円

1月24日 会費 トップセールス情報交換会（４名分） 株式会社　木曽路 44,000円

1月29日 弔慰 平川市納税協力員工藤清二様　弔問 遺族 3,000円

1月30日 会費 河南地区保護司会受彰祝賀会 河南地区保護司会 5,000円

2月2日 会費
ひらかわねぷた連絡協議会創立１０周年記念祝賀会
（４名分）

ひらかわねぷた連絡協議会 40,000円

2月5日 会費
広船りんご支会青森県りんご品評会農林水産大臣賞
受賞祝賀会

広船りんご支会 6,000円

2月6日 会費 津軽南地方の重要課題に関する協議会懇親会 津軽南市町村連絡協議会 4,000円

2月10日 弔慰 平川市資源物分別収集指導員舩越武光様　香典 遺族 3,000円

2月13日 弔慰 平川市行政委員野呂裕様　香典 遺族 3,000円

2月15日 会費 衆議院議員木村次郎氏と市町村長との意見交換会 寿し割烹　味新 5,000円

2月19日 祝儀 あおぎん青令会懇親会 あおぎん青令会 5,000円

2月19日 弔慰 平川市善行表彰受賞者古川勤様　香典 遺族 3,000円

2月19日 会費 青森県市長会「知事・副知事との懇談会」 青森県市長会 7,000円

2月24日 会費
黒石警察署管内交通死亡事故皆無４５０日間達成祝
賀会

黒石地区交通安全協会 6,000円

2月25日 会費
平川市企業連絡協議会「市長と語る会」懇親会（３名
分）

平川市企業連絡協議会 9,000円

3月17日 弔慰 平川市善行表彰受賞者佐藤稔様　香典 遺族 3,000円



3月26日 弔慰 平川市善行表彰受賞者佐藤元亮様　香典 遺族 3,000円

123件 累計（４月～３月分） 853,702円

（注）
　・上記の支出は、代理出席分を含みます。
　・弔慰における「元市議会議員」、「市自治功労表彰・善行表彰受賞者」には、合併前の町村を含みます。
　・見舞における相手方氏名は、プライバシーに配慮し掲載しておりません。


