
　交際費支出状況（平成３０年度分）

支出月日 区分 内　　　　　容 支出先 支出金額

4月4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4日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者中嶋四十二様　
通夜

遺族 5,000円

4月4日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者中嶋四十二様　
供花

ミル・ブーケ 21,600円

4月5日 会費 平川市保育連絡協議会総会（３名分） 平川市保育連絡協議会 12,000円

4月7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8日 祝儀
碇ヶ関赤十字家庭看護法奉仕団たすけあいチャリ
ティショー

碇ヶ関赤十字家庭看護法奉
仕団

3,000円

4月10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17日 弔慰 市議会議員桑田公憲氏ご尊父様　通夜 遺族 5,000円

4月17日 弔慰 市議会議員桑田公憲氏ご尊父様　供花 ㈱西谷造花店 21,600円

4月19日 会費 青森県市長会総会 青森県市長会 7,000円

4月20日 会費 弘前人擁護委員協議会平川地区部会総会
弘前人権擁護委員協議会
平川地区部会

5,000円

4月21日 会費 弘前駐屯地創立50周年記念祝賀会
防衛協会津軽地区連絡協
議会

3,000円

4月21日 弔慰 元県議会議員清藤六郎様　通夜 遺族 10,000円

4月21日 弔慰 元県議会議員清藤六郎様　供花 ㈱西谷造花店 21,600円

4月23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 3,000円

4月24日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者工藤政吉様　
通夜

遺族 5,000円

4月24日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者工藤政吉様　
供花

㈱西谷造花店 21,600円

4月26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

B&G財団地域海洋センター
東北ブロック連絡協議会

5,000円

4月28日 会費 平川市読書推進運動協議会総会
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11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11日 会費 平川市観光協会総会懇親会（2名分） 平川市観光協会 8,000円

5月12日 祝儀 古懸獅子舞保存会総会懇親会 古懸獅子舞保存会 3,000円

5月13日 祝儀
碇ヶ関赤十字家庭看護法奉仕団結成４０周年記念祝
賀会

碇ヶ関赤十字家庭看護法奉
仕団

3,000円

5月15日 祝儀 平川市西地区まちづくり実行委員会設立総会
平川市西地区まちづくり実
行委員会

3,000円

5月16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17日 祝儀
黒石地区安全運転管理事業主会・安全運転管理者
協会交通安全大会

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18日 祝儀 南黒猟友会総会 南黒猟友会 3,000円

5月18日 祝儀 おのえ中心商店会総会 おのえ中心商店会 3,000円

5月19日 会費 青森県消防操法大会結団式 平川市消防団 3,000円



5月22日 会費 平川市企業連絡協議会総会（３名分） 平川市企業連絡協議会 9,000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24日 会費 平川市演劇集団夢ぶたい総会（２名分） 平川市演劇集団夢ぶたい 2,000円

5月25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 祝儀 平川市商工会総会懇親会（２名分） 平川市商工会 10,000円

5月26日 会費 平川市体育協会総会（３名分） 平川市体育協会 6,000円

5月26日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者小林ミツエ様　通夜 遺族 3,000円

5月28日 会費 東北「道の駅」連絡会総会懇談会 東北「道の駅」連絡会 1,000円

5月28日 祝儀 ㈲おのえ企画総会懇親会 ㈲おのえ企画 3,000円

5月29日 会費 弘前地区消防防災協会創立５０周年記念式典 弘前地区消防防災協会 5,000円

5月30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 平川市建設協会総会懇親会 平川市建設協会 5,000円

6月2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

6月2日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者児玉錦一様　通夜 遺族 3,000円

6月8日 祝儀 黒石地区自動車協会総会懇親会 黒石地区自動車協会 3,000円

6月8日 接遇 南九州市・JA南さつまお茶贈呈式懇親会 東京会館 50,760円

6月8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

6月8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

6月13日 弔慰 平川市善行表彰受賞者阿部秀雄様　通夜 遺族 3,000円

6月15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17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

6月17日 会費 平川市防衛協会総会意見交換会（２名分） 平川市防衛協会 8,000円

6月17日 祝儀 東京津軽平川会総会 東京津軽平川会 10,000円

6月17日 接遇 東京津軽平川会総会土産代 わたベジふぁーむ 23,230円

6月19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19日 祝儀 黒石警察友の会総会意見交換会 黒石警察友の会 5,000円

6月20日 祝儀 平川市物産協会総会懇親会 平川市物産協会 3,000円

6月25日 接遇 JAL自転車部招へい時観光施設入園料 盛美園 3,010円

6月26日 接遇 日立サンディーバ来訪時土産代 ㈱スターリングフーズ 2,494円

6月27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28日 会費 陸奥新報津軽南友の会開設５０周年祝賀会 陸奥新報津軽南友の会 5,000円



6月29日 会費 さるか荘リニューアルオープン祝賀会（３名分） ㈲おのえ企画 12,000円

7月2日 接遇 日立サンディーバとの懇親会 あさがお 24,000円

7月9日 祝儀 青森県商工会青年部員研修会交流会
青森県商工会青年部連合
会

5,000円

7月12日 祝儀 緑青園後援会総会 緑青園後援会 5,000円

7月12日 弔慰 元市議会議員自治功労表彰受賞者古川孝様　通夜 遺族 5,000円

7月12日 弔慰 元市議会議員自治功労表彰受賞者古川孝様　供花 ㈱西谷造花店 21,600円

7月16日 祝儀
平川市連合獅子踊保存会巡回競演大会　祝儀（日本
酒）

カサイ食品センター 3,888円

7月21日 接遇 南九州市知覧ねぷた祭り土産代 ㈱碇ヶ関開発 4,260円

7月21日 接遇 南九州市知覧ねぷた祭り土産代
世界一の扇ねぷた運行実行
委員会

20,000円

7月26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29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

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 7,000円

8月3日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者工藤きよ様　通夜 遺族 3,000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16日 祝儀 平賀登山囃子保存会平賀大会　祝儀（日本酒） カサイ食品センター 3,888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 青森県市長会 7,000円

8月21日 会費 碇ヶ関地域づくりインターンシップ報告会（２名分）
碇ヶ関・地域おこし協力隊応
援協議会

6,000円

8月22日 会費 黒石地区防犯協会定時総会 黒石地区防犯協会 3,000円

8月22日 弔慰 県議会議員工藤義春氏ご母堂様　通夜 遺族 5,000円

8月22日 弔慰 県議会議員工藤義春氏ご母堂様　供花 ㈱西谷造花店 21,600円

8月24日 会費 ひらかわねぷた連絡協議会反省会 ひらかわねぷた連絡協議会 8,000円

8月25日 会費 平川市消防団操法大会解団式（２名分） 平川市消防団第１１分団 6,000円

9月6日 弔慰 平川市善行表彰受賞者葛󠄀西金造様　通夜 遺族 3,000円

9月10日 弔慰 平川市善行表彰受賞者對馬正喜様　通夜 遺族 3,000円

9月22日 会費 あおもり１０市大祭典inAOMORI懇談会 青森市 6,000円

9月28日 会費
南地方市町村教育委員会連絡協議会秋季研修会情
報交換会

南地方市町村教育委員会
連絡協議会

5,000円

10月1日 接遇 台中市温泉観光協会来訪時観光案内 広船観光りんご園 6,500円

10月1日 会費
津軽地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協
議会懇親会

津軽地域保健医療圏自治体
病院機能再編成推進協議会

5,000円

10月6日 会費 自衛隊創立記念日行事祝賀会
防衛協会津軽地区連絡協
議会

5,000円

10月7日 会費 津軽新報創刊７０周年記念謝恩パーティー ㈱津軽新報社 7,000円



10月16日 会費 中南地区地域づくり懇談会 青森河川国道事務所 4,000円

10月21日 弔慰 平川市善行表彰受賞者渡邊隆正様　通夜 遺族 3,000円

10月30日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者小山内林三郎様　通夜 遺族 3,000円

11月2日 弔慰 市議会議員田中友彦氏ご尊父様　通夜 遺族 5,000円

11月2日 弔慰 市議会議員田中友彦氏ご尊父様　供花 ミル・ブーケ 21,600円

11月5日 弔慰 平川市善行表彰受賞者村上長助様　通夜 遺族 3,000円

11月10日 弔慰 平川市善行表彰受賞者福井光雄様　通夜 遺族 3,000円

11月12日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者奈良岡キミ様　通夜 遺族 3,000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

12月3日 弔慰 平川市善行表彰受賞者森山一男様　通夜 遺族 3,000円

12月5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

4,000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6日 弔慰 平川市善行表彰受賞者乗田榮様　通夜 遺族 3,000円

12月8日 弔慰 平川市資源物分別収集指導員小山内鐵秀様　通夜 遺族 3,000円

12月15日 会費
津軽グリーン・ツーリズムファームステイ受入１５周年
記念祝賀会

津軽・ほっとステイネットワー
ク

4,000円

12月17日 弔慰 平川市善行表彰受賞者今井善蔵様　通夜 遺族 3,000円

12月19日 会費 黒石記者クラブ筆供養 黒石記者クラブ 8,000円

12月25日 弔慰 平川市保健協力員三浦滿子様　通夜 遺族 3,000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9日 会費 平川市消防団本部新年会（３名分） 平川市消防団 15,000円

1月11日 会費 平川市保育連絡協議会新年懇話会（３名分） 平川市保育連絡協議会 12,000円

1月12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19日 会費
平川市スポーツ協会１０周年記念式典祝賀会（５名
分）

平川市スポーツ協会 35,000円

1月20日 会費 隊友会南津軽支部新年防衛講話会意見交換会
防衛協力団体合同新年交
歓会実行委員会

5,000円

1月25日 会費 平川市観光協会新年会（３名分） 平川市観光協会 12,000円

1月25日 会費 トップセールス情報交換会（５名分） 津軽みらい農業協同組合 40,000円

1月27日 祝儀
国際ロータリー第２８３０地区西第２グループインター
シティ・ミーティング

平賀・尾上ロータリークラブ 5,000円

1月28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

1月31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7日 弔慰 平川市鳥獣被害防止対策実施隊員相馬勝様　通夜 遺族 3,000円



2月8日 会費 平川市企業連絡協議会市長と語る会（３名分） 平川市企業連絡協議会 9,000円

2月12日 祝儀 津軽南市町村議会連絡協議会総会懇親会
津軽南市町村議会連絡協
議会

5,000円

2月16日 会費 平川市防衛協会新年を祝う会 平川市防衛協会 5,000円

2月16日 会費 トップセールス情報交換会（５名分） 津軽みらい農業協同組合 40,000円

2月20日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者小田桐守作様　通夜 遺族 3,000円

2月24日 祝儀 古懸共用林野組合総会懇親会 古懸共用林野組合 3,000円

2月27日 祝儀 あおぎん平青会総会懇親会 あおぎん平青会 5,000円

2月28日 弔慰 平川市自治功労表彰受賞者福士健司様　通夜 遺族 3,000円

3月3日 会費 花田裕之教授就任祝賀会
花田裕之教授就任祝賀会
発起人会

15,000円

3月17日 祝儀 碇ヶ関地域祝敬老お楽しみ会＆芸能発表会
碇ヶ関地域活性化推進協議
会

3,000円

3月17日 祝儀 平川市猟友会総会懇親会 平川市猟友会 3,000円

3月25日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者小田桐信勝様　
通夜

遺族 5,000円

3月25日 弔慰
元市議会議員自治功労表彰受賞者小田桐信勝様　
供花

㈱西谷造花店 21,600円

3月25日 接遇 港区役所訪問時土産代 津軽みらい農業協同組合 3,564円

3月26日 会費 黒石記者クラブ歓送迎会 黒石記者クラブ 4,000円

141件 累計（４月～３月分） 1,044,398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。


