
交際費執行状況（平成２７年４月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 祝金 ４月３日 
階上町連合婦人会 

定期総会お祝い 
階上町連合婦人会 ３，０００円 

２ 祝金 ４月１６日 
階上町体育協会 

定期総会お祝い 
階上町体育協会 ３，０００円 

３ 祝金 ４月１８日 
階上町連合 PTA 

定期総会お祝い 
階上町連合 PTA ３，０００円 

４ 会費 ４月１９日 八戸地区消防団観閲式お祝い 八戸地区消防連絡協議会 ５，０００円 

５ 祝金 ４月２２日 
階上町老人クラブ連合会 

定期総会お祝い 
階上町老人クラブ連合会 ３，０００円 

６ 会費 ４月２７日 
八戸地区保護司会 

懇親会会費 
八戸地区保護司会 ５，０００円 

７ 祝金 ４月３０日 
階上町青色申告会 

定時総会お祝い 
階上町青色申告会 ３，０００円 

【累計】 ２５，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年５月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 弔費 ５月２日 町功労者葬儀弔慰金・香華料 ※ ５１，６００円 

２ 会費 ５月２日 
階上町消防団 

幹部歓送迎会会費 
階上町消防団 １２，０００円 

３ 祝金 ５月８日 階上町文化協会総会お祝い 階上町文化協会 ３，０００円 

４ 弔費 ５月１１日 町功労者葬儀弔慰金 ※ １０，０００円 

５ 祝金 ５月１４日 
八戸地区交通安全協会 

定時理事会・意見交換会お祝い 

一般財団法人青森県交通安全協会 

八戸地区交通安全協会 
５，０００円 

６ 祝金 ５月１５日 
階上町民生委員児童委員 

協議会定時総会お祝い 

階上町民生委員児童委員 

協議会 
５，０００円 

７ 会費 ５月１５日 交通指導隊組織会会費 八戸地区交通指導隊階上支隊 ３，０００円 

８ 祝金 ５月１６日 
松平病院落成記念式典及び 

祝賀会お祝い 
社会医療法人松平病院 ５，０００円 

９ 祝金 ５月１６日 
階上町南部芸能協会 

定期総会お祝い 
階上町南部芸能協会 ３，０００円 

１０ 祝金 ５月１７日 
第４分団屯所移転新築 

祝賀会お祝い 
階上町消防団第 4分団 ３，０００円 

１１ 祝金 ５月１９日 
階上町身体障害者福祉会 

定期総会お祝い 
階上町身体障害者福祉会 ３，０００円 

１２ 祝金 ５月１９日 商工業者懇親会お祝い 階上町商工会 ３，０００円 

１３ 会費 ５月２１日 
事業主並びに安全運転管理者

協会合同定時総会会費 
八戸地区安全運転管理者協会 ４，０００円 

１４ 祝金 ５月２５日 
八戸たばこ販売協同組合 

通常総代会お祝い 
八戸たばこ販売協同組合 ５，０００円 

１５ 祝金 ５月２９日 
階上町酪農ヘルパー利用組合

通常総会お祝い 
階上町酪農ヘルパー利用組合 ３，０００円 

【累計】 １１８，６００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 



交際費執行状況（平成２７年６月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 賛助金 ６月８日 
原水爆禁止国民平和大行進 

及び核兵器廃絶運動賛助金 
八戸原水爆禁止の会 ５，０００円 

２ 会費 ６月８日 
八戸市物産協会 

通常総会会費 

公益社団法人 

八戸市物産協会 
５，０００円 

３ 弔費 ６月１９日 
交通事故犠牲者慰霊祭並びに 

交通事故安全祈願における花環代 

青森県交通安全協会 

八戸地区交通安全協会 
７，０００円 

４ 会費 ６月１９日 
八戸地区自衛隊協力会 

役員会総会会費 
八戸地区自衛隊協力会 ６，０００円 

５ 会費 ６月２４日 
八戸地区社会福祉施設 

連絡協議会講演会会費 

八戸地区社会福祉施設 

連絡協議会 
３，０００円 

【累計】 ２６，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年７月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 会費 ７月７日 
三戸郡６町村長と八戸医師会

との懇談会会費 
八戸市医師会 ５，０００円 

２ 祝金 ７月１０日 
階上町営放牧場開牧に伴う 

懇談会お祝い 
階上和牛研究会 ３，０００円 

３ 祝金 ７月１２日 いちご煮祭り in東京お祝い ふるさとはしかみ会 １０，０００円 

４ 会費 ７月１５日 
青森県・函館ＤＣ全国宣伝 

販売推進会議情報交換会会費 

青森県・函館ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ 

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進委員会 
５，０００円 

５ 会費 ７月１６日 

青森県・函館ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ 

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝＥｺｰｽ 

懇親会会費 

青森県・函館ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ 

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進委員会 
５，０００円 

６ 祝金 ７月１８日 見心園夏まつりお祝い 
社会福祉法人 徳望会 

特別養護老人ホーム 見心園 
３，０００円 

７ 会費 ７月２３日 合同交通安全大会会費 八戸地区安全運転管理者協会 ４，０００円 

８ 祝金  ７月２４日 階上町遺族会定時総会お祝い 階上町遺族会 ３，０００円 

９ 会費 ７月３１日 ﾆｺﾗｽ・ｽﾜﾝｿﾝ氏激励会会費 ﾆｯｸさんを激励する会 ６，０００円 

【累計】 ４４，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年８月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 会費 ８月９日 
正部家佑介氏旭日双光章受章 

祝賀会会費 
発起人代表 木村勝彦 ６，０００円 

２ 祝金 ８月１１日 

坂本美洋氏全国地域包括・ 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会 

副会長就任祝賀会お祝い 

八戸地域介護サービス協会 ５，０００円 

３ 弔費 ８月１２日 町功労者葬儀弔慰金 ※ １０，０００円 

４ 祝金 ８月１８日 
北奥羽ナニャドヤラ大会 

お祝い 

ひろのイベント事業 

実行委員会事務局 
３，０００円 

５ 会費 ８月２２日 
「中核市」市民シンポジウム 

懇談会会費 

八戸市総合政策部 

中核市推進室 
３，０００円 

６ 祝金 ８月３０日 水と土と里の集いお祝い 八戸平原土地改良区 ３，０００円 

７ 会費 ８月３１日 
八戸広域市町村長 

行政懇談会会費 

八戸広域市町村長 

行政懇談会事務局 
６，５００円 

【累計】 ３６，５００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年９月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 会費 ９月４日 
新規ＡＬＴ（外国語指導助手） 

シキシャさんを迎える会会費 
シキシャさんを迎える会 ４，０００円 

２ 祝金 ９月６日 
青森県民駅伝競走大会 

階上町選手団反省会お祝い 

青森県民駅伝競走大会 

階上町実行委員会 
３，０００円 

３ 祝金 ９月６日 道仏地区敬老会お祝い 道仏地区敬老会 ３，０００円 

４ 祝金 ９月１６日 
晴山沢・平内地区 

敬老会お祝い 
晴山沢・平内地区敬老会 ３，０００円 

５ 祝金 ９月１７日 
赤保内・耳ヶ吠西・耳ヶ吠東

地区敬老会お祝い 

赤保内・耳ヶ吠西・耳ヶ吠東

地区敬老会 
３，０００円 

６ 祝金 ９月１８日 
荒谷・大蛇・追越地区 

敬老会お祝い 
荒谷・大蛇・追越地区敬老会 ３，０００円 

７ 祝金 ９月１８日 榊地区敬老会お祝い 榊地区敬老会 ３，０００円 

８ 祝金 ９月１８日 蒼前地区敬老会お祝い 蒼前地区敬老会 ３，０００円 

９ 祝金 ９月２０日 
角柄折・金山沢・鳥屋部地区

敬老会お祝い 

角柄折・金山沢・鳥屋部 

地区敬老会 
３，０００円 

１０ 祝金 ９月２０日 田代地区敬老会お祝い 田代地区敬老会 ３，０００円 

１１ 会費 ９月２０日 
消防功労表彰・青森県消防 

功労表彰受賞祝賀会会費 

受賞祝賀会発起人 

階上町消防団第一分団長 

重文字義信 

５，０００円 

１２ 祝金 ９月２１日 石鉢地区敬老会お祝い 石鉢地区敬老会 ３，０００円 

１３ 祝金 ９月２１日 駅前地区敬老会お祝い 駅前地区敬老会 ３，０００円 

１４ 祝金 ９月２１日 小舟渡地区敬老会お祝い 小舟渡地区敬老会 ３，０００円 

１５ 祝金 ９月２７日 野場中地区敬老会お祝い 野場中地区敬老会 ３，０００円 

【累計】 ４８，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 



交際費執行状況（平成２７年１０月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 弔費 １０月２日 町功労者葬儀弔慰金 ※ ５，０００円 

２ 祝金 １０月３日 
にんにくとべごまつり 

お祝い 

にんにくとべごまつり 

実行委員会 
５，０００円 

３ 祝金 １０月８日 
階上町老人クラブ連合会 

設立５０周年記念式典お祝い 
階上町老人クラブ連合会 ３，０００円 

４ 会費 １０月１６日 
八戸工業大学第二高等学校 

創立四十周年記念式典会費 

八戸工業大学第二高等学校 

創立四十周年記念事業 

実行委員会 

６，０００円 

５ 会費 １０月１６日 
定住自立圏の形成に関する 

講演会会費 
八戸市総合政策部 ３，０００円 

６ 祝金 １０月１８日 
県下はしかみ 

俳句大会お祝い 
はしかみ俳句会 ３，０００円 

７ 会費 １０月２２日 全国漁港漁場大会会費 
一般社団法人 

青森県漁港漁場協会 
５，０００円 

８ 会費 １０月２４日 
東北復興大祭典なかの 

懇親会会費 

東北復興大祭典なかの 

実行委員会 
５，０００円 

９ 弔費 １０月２７日 町功労者葬儀弔慰金 ※ ５，０００円 

１０ 会費 １０月２７日 
年末まで頑張ろう！ 

交通安全大会会費 
交通安全頑張ろう会 ４，０００円 

１１ 会費 １０月２７日 
三八地区地域づくり懇談会 

懇親会会費 
青森河川国道事務所 ４，０００円 

【累計】 ４８，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年１１月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 弔費 １１月３日 町功労者葬儀弔慰金・香華料 ※ ７１，６００円 

２ 会費 １１月８日 
階上小学校創立 140周年 

記念式典・祝賀会会費 

階上小学校創立 140周年 

記念実行委員会 
５，０００円 

３ 祝金 １１月１３日 
階上岳町営放牧場閉牧に係る

懇親会お祝い 
階上和牛研究会 ３，０００円 

４ 会費 １１月１５日 
八戸地方えんぶり連合協議会 

総会・懇親会会費 

八戸地方えんぶり 

連合協議会 
５，０００円 

５ 弔費 １１月１８日 町功労者葬儀弔慰金 ※ １０，０００円 

６ 祝金 １１月２０日 
設立二十周年記念祝賀会 

お祝い 

八戸地域浄化槽清掃事業 

協同組合 
５，０００円 

７ 会費 １１月２１日 
農畜産業振興勉強会・ 

意見交換懇談会会費 

青森県畜産・飼料 

コンビナート振興協会 
６，５００円 

８ 会費 １１月２２日 
根岸勇蔵氏句集 

出版記念祝賀会会費 
出版記念祝賀会 ２，０００円 

９ 会費 １１月２３日 
ＪＦＬ2015シーズン報告会 

会費 

株式会社 

ヴァンラーレ八戸 
５，０００円 

【累計】 １１３，１００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２７年１２月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 祝金 １２月６日 
階上町連合婦人会 

チャリティ演芸発表会お祝い 
階上町連合婦人会 ３，０００円 

２ 会費 １２月９日 
小林眞氏・坂本美洋氏 

防衛大臣感謝状受賞祝賀会会費 
八戸地区自衛隊協力会 ６，０００円 

３ 弔費 １２月１５日 町功労者葬儀弔慰金・香華料 
 

※ ７１，６００円 

４ 会費 １２月１７日 福祉懇談会会費 
社会福祉法人徳望会 

特別養護老人ホーム見心園 
３，０００円 

５ 会費 １２月１９日 
支隊活動報告会並びに懇親会

会費 

八戸地区防犯指導隊 

階上支隊 
５，０００円 

６ 弔費 １２月１９日 町功労者葬儀弔慰金 ※ ３０，０００円 

【累計】 １１８，６００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２８年１月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 祝金 １月５日 
八戸建築組合階上支部 

総会お祝い 
八戸建築組合階上支部 ３，０００円 

２ 会費 １月５日 
南部町合併１０周年記念式典

祝賀会会費 
南部町 ２，０００円 

３ 祝金 １月９日 
八戸市医師会 

新年互礼会お祝い 
八戸市医師会 ５，０００円 

４ 祝金 １月９日 

根岸祐思氏俳句集「残照」 

出版記念祝賀会並びに 

はしかみ俳句会 

新年祝賀会お祝い 

はしかみ俳句会 ３，０００円 

５ 会費 １月１０日 
耳ヶ吠東行政区 

新年を祝う会会費 
耳ヶ吠東行政区 ３，０００円 

６ 弔費 １月１４日 町功労者葬儀弔慰金 ※ １０，０００円 

７ 祝金 １月１４日 
関係機関と商工会員との 

新年懇談会お祝い 
階上町商工会 ３，０００円 

８ 会費 １月１５日 階上漁業協同組合新年会会費 階上漁業協同組合 ３，０００円 

９ 祝金 １月１６日 
三八五流通グループ新年事業

報告会お祝い 

三八五流通グループ 

新年事業報告会事務局 
５，０００円 

１０ 会費 １月１９日 
階上町介護保険事業所連絡会 

運営法人代表者会懇親会会費 
階上町介護保険事業所連絡会 ４，０００円 

１１ 会費 １月２１日 
警察協力者感謝状贈呈式 

懇親会会費 
八戸警察友の会 ３，０００円 

１２ 会費 １月２４日 
石橋國夫氏瑞宝単光章 

受章祝賀会会費 

発起人代表 階上町消防団

OB会 会長 久保沢壽一 
１０，０００円 

１３ 会費 １月２５日 坂本理事長の受賞祝賀会会費 見心園ともの会 ５，０００円 

１４ 会費 １月２６日 
臥牛の郷生活研究連絡協議会

定期総会会費 
臥牛の郷生活研究連絡協議会 ２，０００円 

１５ 会費 １月２６日 
全国生涯学習市町村協議会 

１５周年記念大会懇親会会費 
全国生涯学習市町村協議会 ４，０００円 

【累計】 ６５，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 



交際費執行状況（平成２８年２月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 会費 ２月１日 
大島理森衆議院議長を囲む会

会費 
青森県町村会 １０，０００円 

２ 祝金 ２月１２日 葉たばこ表彰式お祝い 青森県葉たばこ耕作組合 ５，０００円 

３ 会費 ２月１２日 
連携中枢都市圏講演会 

及び交流会会費 
八戸市総合政策部 ３，０００円 

４ 弔費 ２月１７日 町功労者葬儀弔慰金 ※ １０，０００円 

５ 祝金 ２月１９日 鳥屋部えんぶりお祝い 鳥屋部えんぶり組 ５，０００円 

６ 会費 ２月１９日 
講演会及び会員合同 

新年懇親会会費 

青森県畜産・ 

飼料コンビナート振興協会 
３，０００円 

７ 会費 ２月２２日 自衛隊入隊予定者激励会会費 八戸地区自衛隊協力会 ３，０００円 

８ 会費 ２月２５日 
階上町企業連絡協議会 

総会及び懇談会会費 
階上町企業連絡協議会 １０，０００円 

９ 祝金 ２月２８日 
階上町グラウンドゴルフ協会

総会お祝い 
階上町グラウンドゴルフ協会 ３，０００円 

【累計】 ５２，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交際費執行状況（平成２８年３月分） 

 

番号 支出区分 支出月日 支  出  内  容 支出金額 

１ 祝金 ３月６日 階上町南部芸能発表会お祝い 階上町南部芸能協会 ３，０００円 

２ 祝金 ３月１２日 平内えんぶり組納め会お祝い 平内えんぶり組 ３，０００円 

３ 祝金 ３月１２日 
鳥屋部えんぶり組納め会 

お祝い 
鳥屋部えんぶり組 ３，０００円 

４ 会費 ３月１２日 
中学校卒業祝賀会会費 

（道仏中学校、階上中学校） 

道仏中学校３学年委員長 

階上中学校３学年委員長 
１１，０００円 

５ 会費 ３月１８日 
小学校卒業祝賀会会費 

(石鉢小学校、小舟渡小学校） 

石鉢小学校卒業準備委員 

小舟渡小学校 PTA６学年委員長 
１０，０００円 

６ 会費 ３月１９日 

小学校卒業祝賀会会費 

(階上小学校、道仏小学校、

大蛇小学校) 

階上小学校６学年委員長 

道仏小学校卒業学年委員長 

大蛇小学校第６学年委員会 

１３，０００円 

７ 会費 ３月２２日 
はしかみグリーン・ツーリズム 

協議会懇親会会費 

はしかみグリーン・ツーリズム 

協議会 
３，０００円 

８ 会費 ３月２３日 
水道企業団・広域事務組合 

両議会合同懇談会会費 

八戸地域広域市町村圏 

事務組合議会事務局 
５，０００円 

９ 会費 ３月２８日 学校長並びに教頭送別会会費 階上町教育委員会 ７，０００円 

【累計】 ５８，０００円 

※葬儀等の相手方の個人名は、プライバシーに配慮し非掲載とします。 

 


