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別紙１

（単位：円）

請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

あ１ 石川利一議員 ２４．３．５ 3,333 調査研究費 ア 26

あ２ 石川利一議員 ２４．３．１５ 5,000 調査研究費 ア 27

小計 8,333

い１ 長谷川敦議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 28

い２ 長谷川敦議員 ２４．１．８ 5,000 調査研究費 イa 29

い３ 長谷川敦議員 ２４．２．４ 11,667 調査研究費 ウ
Ｈ２４年４月～Ｈ２５年１月までが年度を超えた不当な支出。
１４，０００円×１０／１２

30

小計 26,667

う１ 佐々木幸士議員 ２３．４．２５ 3,333 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 31

う２ 佐々木幸士議員 ２３．５．３０ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 32

う３ 佐々木幸士議員 ２３．６．２７ 1,680 資料購入費
「保守誕生・日本を陥没から救え」は政治的イデオロギーの書
籍で資料に該当しない不当な支出と考える。

33

う４ 佐々木幸士議員 ２３．７．２９ 5,000 調査研究費 　
台湾は，「県議会議員の議員報酬等に関する条例」第６条，別
表第２の丙地方で宿泊料５，０００円が条例違反の金額
（３２，０００＋４，０００－（１５，５００×２）＝５，０００）

34
～
36

う５ 佐々木幸士議員 ２３．７．１８ 5,000 調査研究費 イab　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

37

う６ 佐々木幸士議員 ２３．７．２５ 3,333 調査研究費 オab 38

う７ 佐々木幸士議員 ２３．９．１１ 5,000 調査研究費 イa　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

39

う８ 佐々木幸士議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 40

う９ 佐々木幸士議員 ２３．１２．５ 3,333 調査研究費 イa 41

う１０ 佐々木幸士議員 ２３．１２．１３ 3,333 調査研究費 イab 42

う１１ 佐々木幸士議員 ２３．１２．１８ 4,666 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 43

う１２ 佐々木幸士議員 ２３．１２．２０ 4,000 調査研究費 ア 44

う１３ 佐々木幸士議員 ２３．１２．１ 6,000 資料購入費
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出
と考える。

45

う１４ 佐々木幸士議員 ２４．１．５ 5,000 調査研究費 キ 46

う１５ 佐々木幸士議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 47

う１６ 佐々木幸士議員 ２４．１．１５ 4,666 調査研究費 イab 48

う１７ 佐々木幸士議員 ２４．１．１５ 5,000 調査研究費 イa 49

う１８ 佐々木幸士議員 ２４．１．１６ 5,000 調査研究費 イa 50

う１９ 佐々木幸士議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 51

う２０ 佐々木幸士議員 ２４．１．２３ 5,000 調査研究費 イa 52

う２１ 佐々木幸士議員 ２４．１．２９ 5,000 調査研究費 イa 53

う２２ 佐々木幸士議員 ２４．２．２ 4,000 調査研究費 イa　オb 54

う２３ 佐々木幸士議員 ２４．２．１０ 3,333 調査研究費 カ 55

う２４ 佐々木幸士議員 ２４．２．１３ 5,000 調査研究費 イa　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

56

う２５ 佐々木幸士議員 ２４．２．１８ 4,000 調査研究費 イa　エ　コ

領収書作成者の住所・代表者名がない。
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

57

う２６ 佐々木幸士議員 ２４．２．１８ 3,333 調査研究費 オb 58

う２７ 佐々木幸士議員 ２４．２．１９ 5,000 調査研究費 イa 59

う２８ 佐々木幸士議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 イab　エ 代表者名がない。 60

う２９ 佐々木幸士議員 ２４．２．２５ 3,333 調査研究費 イab 61

う３０ 佐々木幸士議員 ２４．２．２９ 2,666 調査研究費 カ 62

う３１ 佐々木幸士議員 ２４．３．５ 3,333 調査研究費 ア 63

う３２ 佐々木幸士議員 ２４．３．１９ 10,000 調査研究費 カ 64

う１（追加） 佐々木幸士議員 ２４．３．２３ 4,000 調査研究費 イb　エ 代表者名がない。 446

小計 143,008

え１ 村上智行議員 ２３．５．３０ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 65

え２ 村上智行議員 ２３．８．１ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ 代表者名がない。 66

え３ 村上智行議員 ２３．９．１５ 3,333 調査研究費 ア　イa 67

措置請求書で請求人が主張する議員ごとの不当な支出
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請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

え４ 村上智行議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 68

え５ 村上智行議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 69

え６ 村上智行議員 ２３．１２．２３ 3,333 調査研究費 キ 70

え７ 村上智行議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 71

え８ 村上智行議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 72

え９ 村上智行議員 ２４．２．１０ 3,333 調査研究費 カ 73

え１０ 村上智行議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 74

え１１ 村上智行議員 ２４．３．１５ 5,000 調査研究費 ア 75

小計 48,998

お１ 細川雄一議員 ２３．６．２９ 10,000 調査研究費 イab 76

お２ 細川雄一議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 77

お３ 細川雄一議員 ２３．１２．２７ 15,000 調査研究費 イab 78

お４ 細川雄一議員 ２４．１．５ 5,000 調査研究費 キ 79

お５ 細川雄一議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 80

お６ 細川雄一議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 81

お７ 細川雄一議員 ２４．１．２４ 20,000 調査研究費 イb　ウ ４月分，２０，０００×１／４＝５，０００ 82

お８ 細川雄一議員 ２４．２．１９ 2,000 調査研究費 イa 83

お９ 細川雄一議員 ２４．２．２０ 4,666 調査研究費 イa 84

小計 68,999

か１ 高橋伸二議員 ２３．８．１ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２３年１月～３月分が年度超える支出に該当した不当な支出
と考える（１０，０００×３／１２＝２，５００）。

85

か２ 高橋伸二議員 ２３．１２．４ 3,333 調査研究費 イa 86

か３ 高橋伸二議員 ２３．１２．２０ 4,000 調査研究費 ア 87

か４ 高橋伸二議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 88

か５ 高橋伸二議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 89

か６ 高橋伸二議員 ２４．１．２１ 3,333 調査研究費 イab 90

か７ 高橋伸二議員 ２４．１．２２ 666 調査研究費 カ 91

か８ 高橋伸二議員 ２４．１．２９ 1,333 調査研究費 カ 92

か９ 高橋伸二議員 ２４．３．２５ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２４．３～１２月分が年度超える支出に該当した不当な支出と
考える（１０，０００×９／１２＝７，５００）。

93

か１０ 高橋伸二議員 ２４．３．５ 3,333 調査研究費 ア 94

か１１ 高橋伸二議員 ２４．３．７ 4,000 調査研究費 ア　イa 95

か１２ 高橋伸二議員 ２４．３．１５ 5,000 調査研究費 ア 96

か１（追加） 高橋伸二議員 ２４．１．３０ 6,000 資料購入費
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出
と考える。

447

小計 59,998

き１ 菊地恵一議員 ２３．５．２７ 2,000 調査研究費 ク 97

き２ 菊地恵一議員 ２３．６．１５ 2,000 調査研究費 カ 98

き３ 菊地恵一議員 ２３．７．２ 3,333 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 99

き４ 菊地恵一議員 ２３．７．２６ 2,666 調査研究費 ケ 100

き５ 菊地恵一議員 ２３．７．２５ 3,333 調査研究費 オab 101

き６ 菊地恵一議員 ２３．７．３１ 2,000 調査研究費 イa 102

き７ 菊地恵一議員 ２３．８．６ 2,666 調査研究費 イa　オb 103

き８ 菊地恵一議員 ２３．８．２５ 15,000 調査研究費 ク 104

き９ 菊地恵一議員 ２３．８．３１ 4,000 調査研究費 ク 105

き１０ 菊地恵一議員 ２３．１２．７ 3,333 調査研究費 ケ 106

き１１ 菊地恵一議員 ２３．１２．１６ 3,333 調査研究費 イa 107

き１２ 菊地恵一議員 ２３．１２．１０ 3,333 調査研究費 イa 108

き１３ 菊地恵一議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 109

き１４ 菊地恵一議員 ２３．１２．１９ 調査研究費 　 110

き１４ 菊地恵一議員 ２３．１２．１９ 調査研究費 　 111

き１５ 菊地恵一議員 ２３．１２．２０ 4,000 調査研究費 ア 112

き１６ 菊地恵一議員 ２４．１．２２ 5,000 調査研究費 ア 113

き１７ 菊地恵一議員 ２４．１．２５ 4,666 調査研究費 イb　ク 114

き１８ 菊地恵一議員 ２４．１．２９ 3,333 調査研究費 カ 115

き１９ 菊地恵一議員 ２４．２．１０ 5,000 調査研究費 イa 116

き２０ 菊地恵一議員 ２４．２．１０ 5,000 調査研究費 イb　ク 117

同じ団体に重複支出は不当であるためどちらか一つ。10,000
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請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

き２１ 菊地恵一議員 ２４．２．２２ 2,666 調査研究費 ケ 118

き２２ 菊地恵一議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 カ 119

き２３ 菊地恵一議員 ２４．３．５ 3,333 調査研究費 ア 120

き２４ 菊地恵一議員 ２４．３．１５ 4,000 調査研究費 ア　イa 121

き２５ 菊地恵一議員 ２４．３．２５ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２４．４～Ｈ２５．３で全額年度超えである。

122

小計 117,328

く１ 寺澤正志議員 ２３．１２．２０ 4,000 調査研究費 ア 123

く２ 寺澤正志議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 カ 124

く３ 寺澤正志議員 ２４．３．２１ 4,666 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 125

く１（追加） 寺澤正志議員 ２４．１．５ 2,333 調査研究費 イa 448

く２（追加） 寺澤正志議員 ２４．１．６ 2,000 調査研究費 イa 449

く３（追加） 寺澤正志議員 ２４．１．６ 3,333 調査研究費 イa 450

く４（追加） 寺澤正志議員 ２４．１．１２ 4,000 調査研究費 イa 451

く５（追加） 寺澤正志議員 ２４．１．２５ 5,000 資料購入費 エ
領収書作成者の住所がない。
宗教団体が発行する資料で政務調査活動に寄与しない不当な
支出と考える。

452

小計 28,665

け１ 只野九十九議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 126

け２ 只野九十九議員 ２３．１２．２０ 4,000 調査研究費 ア 127

小計 14,000

こ１ 外崎浩子議員 ２３．１２．１４ 1,333 調査研究費 カ 128

こ２ 外崎浩子議員 ２３．１２．１８ 2,333 調査研究費 イa 129

こ３ 外崎浩子議員 ２３．１２．２７ 5,000 調査研究費 イa 130

こ４ 外崎浩子議員 ２４．１．８ 5,000 調査研究費 イa 131

こ５ 外崎浩子議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 132

こ６ 外崎浩子議員 ２４．１．２３ 4,666 調査研究費 イa 133

こ７ 外崎浩子議員 ２４．２．２５ 5,000 調査研究費 イa 134

こ８ 外崎浩子議員 ２４．２．２５ 1,333 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 135

こ９ 外崎浩子議員 ２４．３．２６ 666 調査研究費 カ 136

こ１（追加） 外崎浩子議員 ２４．３．２３ 4,000 調査研究費 イb　エ 代表者名がない。 453

小計 33,331

さ１ 石川光次郎議員 ２３．６．２９ 12,000 調査研究費 イb 137

さ２ 石川光次郎議員 ２３．６．２９ 12,000 調査研究費 イb 138

さ３ 石川光次郎議員 ２３．６．１９ 5,000 調査研究費 イa 139

さ４ 石川光次郎議員 ２３．７．２ 4,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 140

さ５ 石川光次郎議員 ２３．７．１８ 5,000 調査研究費 イaｂ　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

141

さ６ 石川光次郎議員 ２３．７．２５ 3,333 調査研究費 オaｂ　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

142

さ７ 石川光次郎議員 ２３．７．２９ 5,000 調査研究費
台湾は，「県議会議員の議員報酬等に関する条例」第６条，別
表第２の丙地方で宿泊料５，０００円が条例違反の金額（３２，
０００＋４，０００－（１５，５００×２）＝５，０００）。

143
～
145

さ８ 石川光次郎議員 ２３．９．１１ 5,000 調査研究費 イa　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

146

さ９ 石川光次郎議員 ２３．９．１５ 3,333 調査研究費 ア　イa 147

さ１０ 石川光次郎議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 148

さ１１ 石川光次郎議員 ２４．９．３０ 2,000 調査研究費 カ 149

さ１２ 石川光次郎議員 ２３．１０．８ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 150

さ１３ 石川光次郎議員 ２３．１０．８ 2,666 調査研究費 エ　コ

代表者名がない。
芋煮会会費は，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さ
ない例④私的活動経費への支出，懇親会・レクリエーション等
のための経費に該当した不当な支出と考える。

151

さ１４ 石川光次郎議員 ２３．１０．１５ 3,000 調査研究費 イa　オb 152

さ１５ 石川光次郎議員 ２３．１０．２３ 3,333 調査研究費 エ　コ　

領収書作成者の住所・代表者名がない。
レクリエーション代は，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するの
に適さない例④私的活動経費への支出，懇親会・レクリエー
ション等のための経費に該当した不当な支出と考える。

153

さ１６ 石川光次郎議員 ２３．１０．２８ 4,000 調査研究費 イab　オb 154
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さ１７ 石川光次郎議員 ２３．１０．３１ 3,333 調査研究費 コ
芋煮会会費は，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さ
ない例④私的活動経費への支出，懇親会・レクリエーション等
のための経費に該当した不当な支出と考える。

155

さ１８ 石川光次郎議員 ２３．１１．１９ 3,333 調査研究費 カ 156

さ１９ 石川光次郎議員 ２３．１１．２３ 5,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 157

さ２０ 石川光次郎議員 ２３．１１．２８ 4,000 調査研究費 イa 158

さ２１ 石川光次郎議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 159

さ２２ 石川光次郎議員 ２３．１２．５ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 160

さ２３ 石川光次郎議員 ２３．１２．１２ 1,333 調査研究費 イa 161

さ２４ 石川光次郎議員 ２３．１２．１３ 3,333 調査研究費 イab 162

さ２５ 石川光次郎議員 ２３．１２．１８ 4,666 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 163

さ２６ 石川光次郎議員 ２３．１２．２１ 5,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 164

さ２７ 石川光次郎議員 ２４．１．５ 5,000 調査研究費 キ 165

さ２８ 石川光次郎議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 166

さ２９ 石川光次郎議員 ２４．１．１５ 4,666 調査研究費 イab 167

さ３０ 石川光次郎議員 ２４．１．１５ 5,000 調査研究費 イa 168

さ３１ 石川光次郎議員 ２４．１．１５ 4,666 調査研究費 イab 169

さ３２ 石川光次郎議員 ２４．１．１６ 5,000 調査研究費 イa 170

さ３３ 石川光次郎議員 ２４．１．１７ 2,666 調査研究費 ア　イa 171

さ３４ 石川光次郎議員 ２４．１．１８ 1,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 172

さ３５ 石川光次郎議員 ２４．１．１９ 5,000 調査研究費 カ 173

さ３６ 石川光次郎議員 ２４．１．２１ 3,333 調査研究費 イab 174

さ３７ 石川光次郎議員 ２４．２．２ 4,000 調査研究費 イa 175

さ３８ 石川光次郎議員 ２４．２．２ 4,000 調査研究費 イa　オb 176

さ３９ 石川光次郎議員 ２４．２．６ 5,000 調査研究費 イa 177

さ４０ 石川光次郎議員 ２４．２．７ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 178

さ４１ 石川光次郎議員 ２４．２．１０ 5,000 調査研究費 カ 179

さ４２ 石川光次郎議員 ２４．２．１８ 3,333 調査研究費 カ 180

さ４３ 石川光次郎議員 ２４．２．１９ 5,000 調査研究費 イa 181

さ４４ 石川光次郎議員 ２４．２．２１ 4,666 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 182

さ４５ 石川光次郎議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 183

さ４６ 石川光次郎議員 ２４．２．２５ 5,000 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 184

さ４７ 石川光次郎議員 ２４．２．２５ 3,333 調査研究費 イab 185

さ４８ 石川光次郎議員 ２４．２．２６ 666 調査研究費 カ 186

さ４９ 石川光次郎議員 ２４．２．２９ 2,666 調査研究費 カ 187

さ５０ 石川光次郎議員 ２４．３．７ 4,000 調査研究費 ア　イa 188

さ５１ 石川光次郎議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 189

さ５２ 石川光次郎議員 ２４．３．１３ 15,000 調査研究費 イab 190

さ５３ 石川光次郎議員 ２４．３．１５ 4,000 調査研究費 ア　イa 191

さ５４ 石川光次郎議員 ２４．３．２２ 1,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 192

さ１（追加） 石川光次郎議員 ２３．１２．２ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 454

さ２（追加） 石川光次郎議員 ２３．１２．１７ 5,000 調査研究費 イa　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

455

さ３（追加） 石川光次郎議員 ２３．１２．２１ 4,000 調査研究費 イaｂ　エ 支出目的がない。 456

さ４（追加） 石川光次郎議員 ２４．１．２２ 3,333 調査研究費 イa 457

さ５（追加） 石川光次郎議員 ２４．１．２２ 2,000 調査研究費 イa　ケ 458

さ６（追加） 石川光次郎議員 ２４．１．２２ 2,666 調査研究費 イa 459

さ７（追加） 石川光次郎議員 ２４．１．２４ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 460

さ８（追加） 石川光次郎議員 ２３．１．３０ 3,333 調査研究費 イab 461

さ９（追加） 石川光次郎議員 ２４．２．１２ 3,333 調査研究費 ケ 462

さ１０（追加） 石川光次郎議員 ２４．２．１８ 4,000 調査研究費 イa　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

463

小計 264,986
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し１ 佐藤光樹議員 不明 52,848 事務費 エ

平成２３年６月２０日１３７，５８１円（事務費，デジカメ・パソコ
ン・ソフトなど，ヨドバシカメラ仙台店）と平成２４年１月分５２，８
４８円（事務費，その他：デジカメなどヨドバシカメラ仙台店の年
月日不明の領収書），　デジカメは２台必要ないので５２，８４８
円は不当な支出と考える。また，仮に２台必要だとしても手引
Ⅱ３（５）事務用品・備品購入費・リース料「～また，その購入価
格についても政務調査費を充当する備品という観点から常識
的に判断する必要がある。に反する高額なデジカメで不当な支
出と考える。更に日付がない。

193
～
196

し２ 佐藤光樹議員 ２３．７．１ 3,333 調査研究費 ケ 197

し３ 佐藤光樹議員 ２３．７．１６ 4,666 調査研究費 オb 197

し４ 佐藤光樹議員 ２３．１２．２ 5,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 198

し５ 佐藤光樹議員 ２４．１．１２ 4,666 調査研究費 ア　イb 199

し６ 佐藤光樹議員 ２４．１．２１ 3,333 調査研究費 イa 200

し７ 佐藤光樹議員 ２４．１．２７ 3,333 調査研究費 イa　ケ 200

小計 77,179

す１ 長谷川洋一議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 201

小計 4,000

せ１ 池田憲彦議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 202

せ２ 池田憲彦議員 ２４．２．１０ 3,333 調査研究費 カ 203

せ３ 池田憲彦議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 204

小計 16,666

そ１ 佐々木征治議員 ２３．６．１８ 3,333 調査研究費 イa 205

そ２ 佐々木征治議員 ２３．７．２ 3,333 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 206

そ３ 佐々木征治議員 ２３．７．３０ 5,000 調査研究費 エ　コ
領収書作成者の住所・代表者名がない。
慶弔餞別費等の祝金に該当した不当な支出と考える。

207

そ４ 佐々木征治議員 ２３．１１．１９ 4,000 調査研究費 イa 208

そ５ 佐々木征治議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 209

そ６ 佐々木征治議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 210

そ７ 佐々木征治議員 ２３．１２．１８ 調査研究費 211

そ７ 佐々木征治議員 ２３．１２．１８ 調査研究費 212

そ８ 佐々木征治議員 ２３．１２．２６ 2,000 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 213

そ９ 佐々木征治議員 ２４．１．１７ 2,666 調査研究費 ア　イa 214

そ１０ 佐々木征治議員 ２４．３．３０ 3,333 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 215

小計 46,998

た１ 安部孝議員 ２３．１２．１０ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 216

た２ 安部孝議員 ２３．１２．２６ 2,000 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 217

た３ 安部孝議員 ２４．２．２６ 2,000 調査研究費 カ 218

た４ 安部孝議員 ２４．３．７ 4,000 調査研究費 ア　イa 219

小計 11,333

ち１ 皆川章太郎議員 ２３．５．２ 3,333 調査研究費 ケ 220

ち２ 皆川章太郎議員 ２３．５．１０ 2,000 調査研究費 キ 221

ち３ 皆川章太郎議員 ２３．６．２ 3,333 調査研究費 ア 222

ち４ 皆川章太郎議員 ２３．６．１２ 3,333 調査研究費 イa　ク 223

ち５ 皆川章太郎議員 ２３．７．７ 3,333 調査研究費 キ 224

ち６ 皆川章太郎議員 ２３．７．２５ 3,333 調査研究費 オab　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

225

ち７ 皆川章太郎議員 ２３．８．１ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２２．８～Ｈ２３．３月分が年度超えた支出で１０，０００×８／１
２＝６，６６６）

226

ち８ 皆川章太郎議員 ２３．９．１５ 3,333 調査研究費 ア　イa 227

ち９ 皆川章太郎議員 ２３．１０．３１ 3,500 調査研究費 ウ 228

ち９ 皆川章太郎議員 ２３．１１．２８ 4,000 調査研究費 ウ 229

ち１０ 皆川章太郎議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 230

ち１１ 皆川章太郎議員 ２３．１２．１ 10,000 調査研究費 ク
議員が当該団体を個人的に支援し維持したいか否かは個人
の自由であるが,クに該当した不当な支出と考える。

231

ち１２ 皆川章太郎議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 232

ち１３ 皆川章太郎議員 ２３．１２．２６ 2,000 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 233

ち１４ 皆川章太郎議員 ２４．１．１２ 4,666 調査研究費 ア　イb 234

ち１５ 皆川章太郎議員 ２４．１．１５ 15,000 調査研究費 ク 235

ち１６ 皆川章太郎議員 ２４．１．１７ 2,666 調査研究費 ア　イa 236

Ｈ２４．４～Ｈ２４．１２まで年度超えた支出で１０，０００×９／１
２＝７，５００

同じ団体に重複支出は不当であるためどちらか一つ。10,000
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ち１７ 皆川章太郎議員 ２４．２．１３ 5,000 調査研究費 イa　ケ　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える

237

ち１８ 皆川章太郎議員 ２４．２．１９ 4,000 調査研究費 イa　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない 238

ち１９ 皆川章太郎議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 カ 239

ち２０ 皆川章太郎議員 ２４．２．２４ 5,250 調査研究費 ウ 全額年度を超えた支出に該当した不当な支出と考える。 240

ち２１ 皆川章太郎議員 ２４．３．７ 4,000 調査研究費 ア　イa 241

ち２２ 皆川章太郎議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 242

ち２３ 皆川章太郎議員 ２４．３．１５ 4,000 調査研究費 ア　イa 243

ち２４ 皆川章太郎議員 ２４．３．２５ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２４．４～Ｈ２５．３月分で全額が年度を超えた支出に該当し
た不当な支出と考える。

244

小計 126,079

つ１ 小野隆議員 ２３．５．２ 10,000 調査研究費 ク 245

つ２ 小野隆議員 ２３．１２．５ 3,333 調査研究費 イa　ク 246

つ３ 小野隆議員 ２３．１２．１６ 2,333 調査研究費 ケ 247

つ４ 小野隆議員 ２３．１２．１８ 5,000 調査研究費 イa 248

つ５ 小野隆議員 ２３．１２．２１ 5,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 249

つ６ 小野隆議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 250

つ７ 小野隆議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イa 251

つ８ 小野隆議員 ２４．１．２３ 5,000 調査研究費 イa　ケ 252

つ９ 小野隆議員 ２４．１．２８ 2,000 調査研究費 ケ 253

つ１０ 小野隆議員 ２４．３．１３ 3,333 研修費 カ 254

小計 44,999

て１ 安藤俊威議員 ２３．４．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 255

て１ 安藤俊威議員 ２３．５．２３ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 256

て１ 安藤俊威議員 ２３．６．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 257

て１ 安藤俊威議員 ２３．７．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 258

て１ 安藤俊威議員 ２３．８．２２ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 259

て１ 安藤俊威議員 ２３．９．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 260

て１ 安藤俊威議員 ２３．１０．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 261

て１ 安藤俊威議員 ２３．１１．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 262

て１ 安藤俊威議員 ２３．１２．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 263

て１ 安藤俊威議員 ２４．１．２０ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 264

て１ 安藤俊威議員 ２４．２．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 265

て１ 安藤俊威議員 ２４．３．２１ 100,000 事務所費・事務費・人件費 エ 266

て２ 安藤俊威議員 ２３．８．１０ 3,100 調査研究費
北海道の宿泊料は，「県議会議員の議員報酬等に関する条
例」第６条，別表第１の乙地方に該当するので３，１００円
（１８，０００－１４，９００＝３，１００）の条例違反と考える。

267
～
268

て３ 安藤俊威議員 ２３．９．１５ 3,333 調査研究費 ア　イa 269

て４ 安藤俊威議員 ２３．１０．２６ 2,333 調査研究費 カ 270

て５ 安藤俊威議員 ２３．１１．２３ 666 調査研究費 カ 271

て６ 安藤俊威議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 272

て７ 安藤俊威議員 ２３．１２．３ 2,000 調査研究費 カ 273

て８ 安藤俊威議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 274

て９ 安藤俊威議員 ２４．１．２９ 1,666 調査研究費 カ 275

て１０ 安藤俊威議員 ２４．２．１７ 3,333 調査研究費 イb　エ　ク 領収書作成者の住所・代表者名がない。 276

て１１ 安藤俊威議員 ２４．２．２６ 2,000 調査研究費 カ 277

小計 1,225,764

と１ 中村功議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 278

と２ 中村功議員 ２４．１．１２ 4,666 調査研究費 ア　イb 279

と３ 中村功議員 ２４．１．２３ 3,333 調査研究費 イa 280

と４ 中村功議員 ２４．１．２１ 3,333 調査研究費 イab 281

と５ 中村功議員 ２４．２．１２ 3,333 調査研究費 イa 282

と６ 中村功議員 ２４．３．５ 3,333 調査研究費 ア 283

小計 27,998

な１ 渥美巖議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 284

な２ 渥美巖議員 ２３．１１．２９ 3,333 調査研究費 イab 285

な３ 渥美巖議員 ２３．１２．３ 2,000 調査研究費 イa 286

支出にほとんど規制がなく支出の自由度がさらに広くなる議員
が代表を務める政治団体への資金還流は不当と考える。
領収書の宛て先が違う。
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請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

な４ 渥美巖議員 ２３．１２．１３ 10,000 調査研究費 ア 287

な５ 渥美巖議員 ２３．１２．１４ 3,333 調査研究費 イa 288

な６ 渥美巖議員 ２３．１２．１７ 3,333 調査研究費 イa 288

な７ 渥美巖議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 289

な８ 渥美巖議員 ２４．１．１８ 2,000 調査研究費 イa 290

な９ 渥美巖議員 ２４．１．１９ 2,000 調査研究費 イab 290

な１０ 渥美巖議員 ２４．１．２１ 3,333 調査研究費 イa 291

な１１ 渥美巖議員 ２４．３．１３ 3,333 研修費 カ 292

小計 39,998

に１ 千葉達議員 ２４．１．７ 3,333 調査研究費 イa 293

に２ 千葉達議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 294

に３ 千葉達議員 ２４．３．１５ 4,000 調査研究費 ア　イa 295

小計 11,333

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．４．１０ 50,000 事務所費　 297

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．５．３１ 50,000 事務所費　 301

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．６．３０ 50,000 事務所費　 305

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．９．２５ 50,000 事務所費　 309

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．１１．１０ 25,000 事務所費　 313

ぬ１ 仁田和廣議員 ２３．１２．３０ 50,000 事務所費　 320

ぬ１ 仁田和廣議員 ２４．２．２７ 100,000 事務所費　 329

ぬ２ 仁田和廣議員 ２３．７．２９ 1,333 調査研究費 エ
領収書作成者の住所・会社名（団体名）・代表者名（氏名）がな
い。

330

ぬ３ 仁田和廣議員 ２４．１．６ 3,333 調査研究費 イa 331

ぬ４ 仁田和廣議員 ２４．１．１２ 4,000 調査研究費 イa 332

ぬ５ 仁田和廣議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 333

ぬ６ 仁田和廣議員 ２４．３．２１ 4,666 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 334

小計 391,665

ね１ 藤倉知格議員 ２３．１２．２６ 2,000 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 335

小計 2,000

の１ 相沢光哉議員 ２３．４．２２ 5,000 調査研究費 イb　ク 336

の２ 相沢光哉議員 ２３．４．２２ 5,000 調査研究費 ク 336

の３ 相沢光哉議員 ２３．４．２７ 5,000 調査研究費 ク 寄与しない。 337

の４ 相沢光哉議員 ２３．４．３０ 5,000 調査研究費 キ 338

の５ 相沢光哉議員 ２３．５．６ 5,000 調査研究費 ク
ク（議員が当該会を個人的に支援したいか否かは個人の自由
であるが,歴史認識については様々な意見があるため）に該当
した不当な支出と考える。

339

の６ 相沢光哉議員 ２３．５．６ 2,500 調査研究費 オb 339

の７ 相沢光哉議員 ２３．５．６ 5,000 調査研究費 イb 339

の８ 相沢光哉議員 ２３．５．７ 1,333 調査研究費 ケ 340

の９ 相沢光哉議員 ２３．５．１５ 5,000 調査研究費 キ 341

の１０ 相沢光哉議員 ２３．５．１９ 5,000 調査研究費 キ 341

の１１ 相沢光哉議員 ２３．５．１９ 5,000 調査研究費 ケ 342

の１２ 相沢光哉議員 ２３．５．２０ 27,500 調査研究費 イb　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 343

の１３ 相沢光哉議員 ２３．５．２０ 5,000 調査研究費 イa　ケ 344

の１４ 相沢光哉議員 ２３．５．２２ 5,000 調査研究費 キ 345

の１５ 相沢光哉議員 ２３．５．２３ 5,000 調査研究費 キ 346

の１６ 相沢光哉議員 ２３．５．２３ 3,333 調査研究費 ケ 347

の１７ 相沢光哉議員 ２３．５．２４ 5,000 調査研究費 キ 348

の１８ 相沢光哉議員 ２３．５．２４ 2,000 調査研究費 ケ 349

の１９ 相沢光哉議員 ２３．５．３１ 2,500 資料購入費 　
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出
と考える。

350

の２０ 相沢光哉議員 ２３．６．２ 3,333 調査研究費 ア 351

の２１ 相沢光哉議員 ２３．６．１４ 1,000 調査研究費 ク 352

の２２ 相沢光哉議員 ２３．６．１５ 3,333 調査研究費 ケ 353

の２３ 相沢光哉議員 ２３．６．１６ 5,000 調査研究費 イb　ク 354

の２４ 相沢光哉議員 ２３．６．１８ 3,333 調査研究費 ケ 355

の２５ 相沢光哉議員 ２３．６．１９ 5,000 調査研究費 ケ 356

の２６ 相沢光哉議員 ２３．６．１９ 3,333 調査研究費 ケ 356

の２７ 相沢光哉議員 ２３．６．１９ 5,000 調査研究費 ケ 357

事務所の光熱水費が５０％なのに事務所賃貸料が５０％に
なっていない。従って合計３７５，０００円
（７５０，０００×１／２＝３７５，０００）が不当な支出と考える。
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請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

の２８ 相沢光哉議員 ２３．６．２６ 5,000 調査研究費 イa　ケ 358

の２９ 相沢光哉議員 ２３．６．３０ 3,333 調査研究費 オab　コ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

359

の３０ 相沢光哉議員 ２３．６．３０ 5,000 調査研究費 イa　ケ 359

の３１ 相沢光哉議員 ２３．７．２ 4,000 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 360

の３２ 相沢光哉議員 ２３．７．７ 3,333 調査研究費 イa　ケ 361

の３３ 相沢光哉議員 ２３．７．７ 2,666 調査研究費 ケ 361

の３４ 相沢光哉議員 ２３．７．１８ 666 調査研究費 カ 362

の３５ 相沢光哉議員 ２３．７．２０ 5,000 調査研究費 イa　ケ 363

の３６ 相沢光哉議員 ２３．７．２４ 5,000 調査研究費 キ 364

の３７ 相沢光哉議員 ２３．７．３０ 5,000 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 365

の３８ 相沢光哉議員 ２３．７．３０ 5,000 調査研究費 コ 親睦会・レクリエーション等のための経費。 366

の３９ 相沢光哉議員 ２３．８．３ 5,000 調査研究費 イa　ケ 367

の４０ 相沢光哉議員 ２３．８．６ 5,000 調査研究費 イb　ク 368

の４１ 相沢光哉議員 ２３．８．１１ 3,333 調査研究費 ケ 369

の４２ 相沢光哉議員 ２３．８．１２ 5,000 調査研究費 キ 370

の４３ 相沢光哉議員 ２３．８．１５ 5,000 調査研究費 キ 371

の４４ 相沢光哉議員 ２３．９．１０ 5,000 調査研究費 キ 372

の４５ 相沢光哉議員 ２３．９．１１ 5,000 調査研究費 イa　コ　ケ
パーティは，手引Ⅱ３（２）政務調査費を充当するのに適さない
例⑥飲食を主目的とする懇談会の出席費用の支出に該当した
不当な支出と考える。

373

の４６ 相沢光哉議員 ２３．９．１５ 3,333 調査研究費 ア　イa 374

の４７ 相沢光哉議員 ２３．９．２２ 5,000 調査研究費 コ 親睦会・レクリエーション等のための経費。 375

の４８ 相沢光哉議員 ２３．９．２８ 2,500 調査研究費 ク 寄与しない。 376

の４９ 相沢光哉議員 ２３．９．３０ 3,333 調査研究費 カ 377

の５０ 相沢光哉議員 ２３．１０．９ 5,000 調査研究費 キ 378

の５１ 相沢光哉議員 ２３．１０．１２ 2,666 調査研究費 コ 親睦会・レクリエーション等のための経費。 379

の５２ 相沢光哉議員 ２３．１０．１５ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 380

の５３ 相沢光哉議員 ２３．１０．１６ 5,000 調査研究費 キ 381

の５４ 相沢光哉議員 ２３．１０．２３ 5,000 調査研究費 キ 382

の５５ 相沢光哉議員 ２３．１０．３１ 4,000 調査研究費 イb　ク 383

の５６ 相沢光哉議員 ２３．１０．２２ 2,000 調査研究費 領収書でない。 384

の５７ 相沢光哉議員 ２３．１０．２３ 5,000 調査研究費 イa　ケ 385

の５８ 相沢光哉議員 ２３．１１．２０ 5,000 調査研究費 コ　エ
慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。
領収書発行者の住所・代表者名がない。

386

の５９ 相沢光哉議員 ２３．１１．２１ 10,000 調査研究費 ク 寄与しない。 387

の６０ 相沢光哉議員 ２３．１１．２３ 5,000 調査研究費 キ 388

の６１ 相沢光哉議員 ２３．１１．２３ 4,000 調査研究費 オa 389

の６２ 相沢光哉議員 ２３．１１．２８ 3,333 調査研究費 ア　イa 390

の６３ 相沢光哉議員 ２３．１１．２９ 4,000 調査研究費 イb　ク 391

の６４ 相沢光哉議員 ２３．１２．２ 5,000 調査研究費 イa 392

の６５ 相沢光哉議員 ２３．１２．４ 4,000 調査研究費 イa　ケ 393

の６６ 相沢光哉議員 ２３．１２．４ 5,000 調査研究費 イa　ケ 393

の６７ 相沢光哉議員 ２３．１２．４ 5,000 調査研究費 キ 394

の６８ 相沢光哉議員 ２３．１２．５ 3,333 調査研究費 イaｂ　エ 代表者名がない。 395

の６９ 相沢光哉議員 ２３．１２．１３ 3,333 調査研究費 ケ 396

の７０ 相沢光哉議員 ２３．１２．２１ 5,000 調査研究費 イa　コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 397

の７１ 相沢光哉議員 ２３．１２．２３ 5,000 調査研究費 ケ 398

の７２ 相沢光哉議員 ２３．１２．２７ 5,000 調査研究費 ク 399

の７３ 相沢光哉議員 ２３．１２．２８ 5,000 調査研究費 イb　ク 400

の７４ 相沢光哉議員 ２４．１．２ 4,000 調査研究費 ケ 401

の７５ 相沢光哉議員 ２４．１．３ 5,000 調査研究費 キ 402

の７６ 相沢光哉議員 ２４．１．５ 5,000 調査研究費 キ 403

の７７ 相沢光哉議員 ２４．１．７ 5,000 調査研究費 イa 404

の７８ 相沢光哉議員 ２４．１．８ 5,000 調査研究費 イa 405

の７９ 相沢光哉議員 ２４．１．９ 4,000 調査研究費 イa 406

の８０ 相沢光哉議員 ２４．１．１４ 2,666 調査研究費 イaｂ　エ 領収書作成者の住所・代表者名がない。 407

の８１ 相沢光哉議員 ２４．１．１５ 5,000 調査研究費 イa 408
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請求№ 議員名 支出年月日
不当な支出と
主張する額

使途項目 主張区分 主張の補足 資料№

の８２ 相沢光哉議員 ２４．１．１８ 5,000 調査研究費 イa 409

の８３ 相沢光哉議員 ２４．１．１９ 5,000 調査研究費 イa　ケ 410

の８４ 相沢光哉議員 ２４．１．１９ 5,000 調査研究費 イa　ケ 411

の８５ 相沢光哉議員 ２４．１．１９ 5,000 調査研究費 イa　ケ 412

の８６ 相沢光哉議員 ２４．１．１７ 30,000 調査研究費 イb　ク 413

の８７ 相沢光哉議員 ２４．１．１７ 2,666 調査研究費 ア　イa 414

の８８ 相沢光哉議員 ２４．１．２０ 5,000 調査研究費 イa 415

の８９ 相沢光哉議員 ２４．１．２２ 5,000 調査研究費 キ 416

の９０ 相沢光哉議員 ２４．１．２５ 4,666 調査研究費 イa　ク 417

の９１ 相沢光哉議員 ２４．１．２８ 5,000 調査研究費 イa　ケ 418

の９２ 相沢光哉議員 ２４．１．３０ 5,000 調査研究費 イa　ケ 419

の９３ 相沢光哉議員 ２４．１．３０ 3,333 調査研究費 イa　ク 419

の９４ 相沢光哉議員 ２４．２．１０ 3,333 調査研究費 カ 420

の９５ 相沢光哉議員 ２４．２．１１ 5,000 調査研究費 キ 421

の９６ 相沢光哉議員 ２４．２．１９ 5,000 調査研究費 イa　ケ 422

の９７ 相沢光哉議員 ２４．２．３ 5,000 調査研究費 キ 423

の９８ 相沢光哉議員 ２４．２．２９ 4,000 資料購入費
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出
と考える。

424

の９９ 相沢光哉議員 ２４．２．２９ 1,500 資料購入費
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出
と考える。

424

の１００ 相沢光哉議員 ２４．３．３ 5,000 調査研究費 ケ 425

の１０１ 相沢光哉議員 ２４．３．５ 5,000 調査研究費 カ 426

の１０２ 相沢光哉議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 427

の１０３ 相沢光哉議員 ２４．３．１３ 1,400 資料購入費 　
政務調査活動に寄与しない資料に該当した不当な支出と考え
る。

428

の１０４ 相沢光哉議員 ２４．３．２５ 5,000 調査研究費 ケ 429

の１０５ 相沢光哉議員 ２４．３．１５ 4,000 調査研究費 ア　イa 430

の１０６ 相沢光哉議員 ２４．３．２３ 10,000 調査研究費 ウ
Ｈ２４．４～Ｈ２５．３の全てが年度超えに該当した不当な支出と
考える。

431

の１０７ 相沢光哉議員 ２４．３．２４ 5,000 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 432

の１０８ 相沢光哉議員 ２４．３．２９ 4,666 調査研究費 イb　ク 433

の１０９ 相沢光哉議員 ２４．３．３０ 3,333 調査研究費 コ 慶弔餞別費等に該当した不当な支出と考える。 434

の１（追加） 相沢光哉議員 ２３．７．１０ 3,333 調査研究費 イb　ク 464

の２（追加） 相沢光哉議員 ２３．７．２９ 5,000 調査研究費
台湾は，「県議会議員の議員報酬等に関する条例」第６条，別
表第２の丙地方で宿泊料５，０００円が条例違反の金額
　（３２，０００＋４，０００－（１５，５００×２）＝５，０００）。

465
～
467

小計 529,222

は１ 渡辺和喜議員 ２３．５．３０ 3,333 調査研究費 ケ 435

は２ 渡辺和喜議員 ２３．９．８ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ 代表者名がない。 436

は３ 渡辺和喜議員 ２４．３．１５ 5,000 調査研究費 ア 437

は４ 渡辺和喜議員 ２４．３．２５ 10,000 調査研究費 ア　イb　エ　ウ
代表者名がない。
Ｈ２４．４～Ｈ２５．３までの全てが年度超えに該当した不当な支
出と考える。

438

小計 28,333

ひ１ 今野隆吉議員 ２４．１．５ 5,000 調査研究費 カ 439

ひ２ 今野隆吉議員 ２４．１．８ 5,000 調査研究費 イa 440

ひ３ 今野隆吉議員 ２４．１．２９ 5,000 調査研究費 イa 441

ひ４ 今野隆吉議員 ２４．２．１０ 5,000 調査研究費 カ 442

ひ５ 今野隆吉議員 ２４．２．１９ 5,000 調査研究費 イa 443

ひ６ 今野隆吉議員 ２４．２．２３ 3,333 調査研究費 カ 444

ひ７ 今野隆吉議員 ２４．３．１３ 3,333 調査研究費 カ 445

小計 31,666

合計 3,429,546
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別紙２

（単位：円）

請求№ 会派・議員名 資料№ 使途項目
政務調査費
充当額

支出年月日 金額 支出先 支出内容

あ 自由民主党・県民会議 1 資料購入費 12,692 ２３．４．２１ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主４月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 2 資料購入費 12,692 ２３．５．２０ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主５月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 2 資料購入費 11,400 ２３．５．２０ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 3 資料購入費 12,692 ２３．６．２１ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主６月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 3 資料購入費 11,400 ２３．６．２１ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 4 資料購入費 12,692 ２３．７．６ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主７月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 4 資料購入費 11,400 ２３．７．６ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 5 資料購入費 12,692 ２３．８．１ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主８月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 5 資料購入費 11,400 ２３．８．１ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 6 資料購入費 12,692 ２３．９．７ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主９月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 6 資料購入費 11,400 ２３．９．７ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 7 資料購入費 12,692 ２３．１０．４ 12,692 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主１０月分３８名分

あ 自由民主党・県民会議 7 資料購入費 11,400 ２３．１０．４ 11,400 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料

あ 自由民主党・県民会議 8 資料購入費 11,022 ２３．１２．８ 11,022 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主代３３部分

あ 自由民主党・県民会議 8 資料購入費 9,900 ２３．１２．８ 9,900 自由民主党宮城県支部連合会 月刊女性誌「りぶる」購読料

あ 自由民主党・県民会議 9 資料購入費 11,022 ２４．１．２５ 11,022 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主代３３部×３３４円

あ 自由民主党・県民会議 9 資料購入費 9,900 ２４．１．２５ 9,900 自由民主党宮城県支部連合会 月刊女性誌「りぶる」購読料

あ 自由民主党・県民会議 10 資料購入費 11,022 ２４．２．７ 11,022 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主代３３部分

あ 自由民主党・県民会議 10 資料購入費 9,900 ２４．２．７ 9,900 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料３３部分

あ 自由民主党・県民会議 11 資料購入費 11,022 ２４．３．１２ 11,022 自由民主党宮城県支部連合会 自由民主代３３部分

あ 自由民主党・県民会議 11 資料購入費 9,900 ２４．３．１２ 9,900 自由民主党宮城県支部連合会 りぶる購読料３３部分

小計 240,932 240,932

い 自由民主党・県民会議 16 研修費 540,825 ２４．２．９ 540,825 ㈱ホテルきよ水 1/27～28会派研修会(振込手数料含む）

い 自由民主党・県民会議 24 研修費 100,000 ２４．１．２７ 100,000 ● 会派研修会講師謝金

小計 640,825 640,825

あ１ 石川利一議員 26 調査研究費 3,333 ２４．３．５ 5,000 一九会会長 教育長・経済商工観光部長との懇談会会費

あ２ 石川利一議員 27 調査研究費 5,000 ２４．３．１５ 8,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費

小計 8,333 13,000

い１ 長谷川敦議員 28 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 県北議員会会費（平成23年10月～12月分）

い２ 長谷川敦議員 29 調査研究費 5,000 ２４．１．８ 10,000 社団法人　宮城県薬剤師会 平成２４年新年祝賀会会費

い３ 長谷川敦議員 30 調査研究費 14,000 ２４．２．４ 14,000 築館中将会 平成２４年度築館中将会年会費

小計 29,000 34,000

う１ 佐々木幸士議員 31 調査研究費 3,333 ２３．４．２５ 5,000 利用組合太白支部
宮城県理容生活衛生同業組合太白支部総会
懇親会費

う２ 佐々木幸士議員 32 調査研究費 5,000 ２３．５．３０ 10,000 富県政策研究会 意見交換会会費

う３ 佐々木幸士議員 33 資料購入費 2,940 ２３．６．２７ 2,940 自民党サービスセンター
建設産業復興論　保守誕生、日本を陥没から
救え

う４ 佐々木幸士議員 36 調査研究費 160,810 ２３．７．２９ 160,810 ㈱トラベルｅ旅．Com 研修費用

う５ 佐々木幸士議員 37 調査研究費 5,000 ２３．７．１８ 8,000 仙台火曜会会長 ビアパーティチケット代

う６ 佐々木幸士議員 38 調査研究費 3,333 ２３．７．２５ 5,000 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティビアパーティチケット
代

う７ 佐々木幸士議員 39 調査研究費 5,000 ２３．９．１１ 10,000 東北割烹研究会 復興支援キックオフパーティ会費

う８ 佐々木幸士議員 40 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

う９ 佐々木幸士議員 41 調査研究費 3,333 ２３．１２．５ 5,000 仙台ＣＮＣヘア技術集団監事
平成２３年度仙台ＣＮＣヘア技術集団忘年会
会費

う１０ 佐々木幸士議員 42 調査研究費 3,333 ２３．１２．１３ 5,000 仙台火曜会会長 仙台火曜会懇親会費

う１１ 佐々木幸士議員 43 調査研究費 4,666 ２３．１２．１８ 7,000 江尻慎太郎選手後援会事務局
江尻慎太郎選手後援会２０１１年交流新年会
費

う１２ 佐々木幸士議員 44 調査研究費 4,000 ２３．１２．２０ 6,000 一九会会長 企業局幹部との懇談会会費

う１３ 佐々木幸士議員 45 資料購入費 6,000 ２３．１２．１ 6,000 日本青年協議会 「祖国と青年」年間購読料（２４年１月～１２月）

う１４ 佐々木幸士議員 46 調査研究費 5,000 ２４．１．５ 15,000 宮城県護国神社 平成２４年新春年賀互礼祝賀会会費

う１５ 佐々木幸士議員 47 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

う１６ 佐々木幸士議員 48 調査研究費 4,666 ２４．１．１５ 7,000 仙台火曜会会長 仙台火曜会新年会費

う１７ 佐々木幸士議員 49 調査研究費 5,000 ２４．１．１５ 15,000 宮城県美容業生活衛生同業組合理事長 新春懇親会会費

う１８ 佐々木幸士議員 50 調査研究費 5,000 ２４．１．１６ 10,000 県理組合太白支部経理部長
宮城県理容生活衛生同業組合太白支部新春
交流会会費

う１９ 佐々木幸士議員 51 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 8,000 都市計画研究会 意見交換会会費

う２０ 佐々木幸士議員 52 調査研究費 5,000 ２４．１．２３ 10,000 仙台ＣＮＣヘア技術集団企画部長 交友会会費

う２１ 佐々木幸士議員 53 調査研究費 5,000 ２４．１．２９ 10,000 仙台調理師真味会 会費

う２２ 佐々木幸士議員 54 調査研究費 4,000 ２４．２．２ 6,000 東北学院仙台同窓会会長 東北学院仙台同窓会総会＆交流会参加費

う２３ 佐々木幸士議員 55 調査研究費 3,333 ２４．２．１０ 5,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

措置請求書に係る支出の政務調査費充当額の事実確認
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（単位：円）

請求№ 会派・議員名 資料№ 使途項目
政務調査費
充当額

支出年月日 金額 支出先 支出内容

う２４ 佐々木幸士議員 56 調査研究費 5,000 ２４．２．１３ 10,000
宮城県美容業生活衛生同業組合仙台太
白支部

新春祝賀パーティ会費

う２５ 佐々木幸士議員 57 調査研究費 4,000 ２４．２．１８ 6,000 富沢少年野球クラブ 富沢少年野球クラブ結成パーティ参加費

う２６ 佐々木幸士議員 58 調査研究費 3,333 ２４．２．１８ 5,000 仙台一高野球部ＯＢ広瀬会事務局長
仙台一高野球部ＯＢ広瀬会平成２４年度総会
費

う２７ 佐々木幸士議員 59 調査研究費 5,000 ２４．２．１９ 20,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費

う２８ 佐々木幸士議員 60 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 建設ＴＧ会 第３９回総会会費

う２９ 佐々木幸士議員 61 調査研究費 3,333 ２４．２．２５ 5,000 一水会会長 新年会会費

う３０ 佐々木幸士議員 62 調査研究費 2,666 ２４．２．２９ 4,000 中野正志後援会 会費

う３１ 佐々木幸士議員 63 調査研究費 3,333 ２４．３．５ 5,000 一九会会長 教育長・経済商工観光部長との懇談会会費

う３２ 佐々木幸士議員 64 調査研究費 10,000 ２４．３．１９ 10,000 神道政治連盟宮城県本部 平成２３年度特別会員会費

う１（追加） 佐々木幸士議員 446 調査研究費 4,000 ２４．３．２３ 6,000 次世代を育てる会 クライン孝子氏を囲む意見交換会

小計 300,078 403,750

え１ 村上智行議員 65 調査研究費 5,000 ２３．５．３０ 10,000 富県政策研究会 意見交換会会費

え２ 村上智行議員 66 調査研究費 10,000 ２３．８．１ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費

え３ 村上智行議員 67 調査研究費 3,333 ２３．９．１５ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

え４ 村上智行議員 68 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

え５ 村上智行議員 69 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

え６ 村上智行議員 70 調査研究費 3,333 ２３．１２．２３ 5,000 竹駒神社社務所 会費

え７ 村上智行議員 71 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

え８ 村上智行議員 72 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 8,000 都市計画研究会 意見交換会会費

え９ 村上智行議員 73 調査研究費 3,333 ２４．２．１０ 5,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

え１０ 村上智行議員 74 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

え１１ 村上智行議員 75 調査研究費 5,000 ２４．３．１５ 8,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費

小計 48,998 72,000

お１ 細川雄一議員 76 調査研究費 10,000 ２３．６．２９ 10,000 月曜会 異業種交流会会費

お２ 細川雄一議員 77 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

お３ 細川雄一議員 78 調査研究費 15,000 ２３．１２．２７ 15,000 月曜会 異業種交流会（１０，１１，１２月分）

お４ 細川雄一議員 79 調査研究費 5,000 ２４．１．５ 15,000 宮城県護国神社 平成２４年新春年賀互礼祝賀会会費

お５ 細川雄一議員 80 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

お６ 細川雄一議員 81 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 8,000 都市計画研究会 意見交換会会費

お７ 細川雄一議員 82 調査研究費 20,000 ２４．１．２４ 20,000 月曜会 異業種交流会会費（１，２，３，４月分）

お８ 細川雄一議員 83 調査研究費 2,000 ２４．２．１９ 3,000 宮城県隊友会若林支部支部長 新年会会費

お９ 細川雄一議員 84 調査研究費 4,666 ２４．２．２０ 7,000
宮城県美容業生活衛生同業組合仙台若
林支部支部長

美容組合若林支部新年会会費

小計 68,999 89,000

か１ 高橋伸二議員 85 調査研究費 10,000 ２３．８．１ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費

か２ 高橋伸二議員 86 調査研究費 3,333 ２３．１２．４ 5,000 隊友会大河原支部支部長 懇談会費

か３ 高橋伸二議員 87 調査研究費 4,000 ２３．１２．２０ 6,000 一九会会長 企業局幹部との懇談会会費

か４ 高橋伸二議員 88 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

か５ 高橋伸二議員 89 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 8,000 都市計画研究会 意見交換会会費

か６ 高橋伸二議員 90 調査研究費 3,333 ２４．１．２１ 5,000
建国記念の日を祝う宮城県民大会実行
委員会

新年会会費

か７ 高橋伸二議員 91 調査研究費 666 ２４．１．２２ 1,000 ささき守後援会会長 会費

か８ 高橋伸二議員 92 調査研究費 1,333 ２４．１．２９ 2,000 佐藤昭光後援会 女性部新年会費

か９ 高橋伸二議員 93 調査研究費 10,000 ２４．３．２５ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費

か１０ 高橋伸二議員 94 調査研究費 3,333 ２４．３．５ 5,000 一九会会長 教育長・経済商工観光部長との懇談会会費

か１１ 高橋伸二議員 95 調査研究費 4,000 ２４．３．７ 6,000 エネルギー・環境議員連盟事務局長 山本拓衆議院議員との懇談会会費

か１２ 高橋伸二議員 96 調査研究費 5,000 ２４．３．１５ 8,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費

か１（追加） 高橋伸二議員 447 資料購入費 6,000 ２４．１．３０ 6,000 仙台祖青の会 祖国と青年購読料

小計 59,998 78,000

き１ 菊地恵一議員 97 調査研究費 2,000 ２３．５．２７ 3,000 社団法人　大崎法人会 平成２３年度通常総会会員交流会参加費

き２ 菊地恵一議員 98 調査研究費 2,000 ２３．６．１５ 2,000 宮城県看護連盟 宮城県看護連盟年会費

き３ 菊地恵一議員 99 調査研究費 3,333 ２３．７．２ 5,000
藤岡奈穂子選手新世界チャンピオン祝
賀会実行委員会

藤岡奈穂子選手新世界チャンピオン祝賀会参
加費

き４ 菊地恵一議員 100 調査研究費 2,666 ２３．７．２６ 4,000 大崎市古川観光物産協会会長
平成２３年度大崎古川観光物産協会定時総会
懇親会費

き５ 菊地恵一議員 101 調査研究費 3,333 ２３．７．２５ 5,000 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティビアパーティチケット
代

き６ 菊地恵一議員 102 調査研究費 2,000 ２３．７．３１ 3,000
西古川地区振興協議会コミュニティビジ
ネス部会

西古川ビアガーデン参加費

き７ 菊地恵一議員 103 調査研究費 2,666 ２３．８．６ 4,000 古川高等学校同窓会 古川高等学校同窓会会員券

き８ 菊地恵一議員 104 調査研究費 15,000 ２３．８．２５ 15,000 古川商工会議所青年部 日本商工会議所青年部ＯＢ会会費

き９ 菊地恵一議員 105 調査研究費 4,000 ２３．８．３１ 4,000 大崎市古川観光物産協会 大崎市古川観光物産協会年会費

き１０ 菊地恵一議員 106 調査研究費 3,333 ２３．１２．７ 5,000 大崎市古川観光物産協会会長
平成２３年度大崎古川観光物産協会理事会懇
親会費

き１１ 菊地恵一議員 107 調査研究費 3,333 ２３．１２．１６ 5,000 ㈱金原本館　芙蓉閣 おおさき青年会議所１２月例会・忘年会登録料
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請求№ 会派・議員名 資料№ 使途項目
政務調査費
充当額

支出年月日 金額 支出先 支出内容

き１２ 菊地恵一議員 108 調査研究費 3,333 ２３．１２．１０ 5,000
大崎市古川家庭婦人バレーボール連盟
会長

忘年会会費

き１３ 菊地恵一議員 109 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 県北議員会会費（平成23年10月～12月分）

き１４ 菊地恵一議員 110 調査研究費 10,000 ２３．１２．１９ 10,000 宮城県隊友会 特別会員会費

き１４ 菊地恵一議員 111 調査研究費 10,000 ２３．１２．１９ 10,000 宮城県隊友会大崎支部支部長 平成２３年度支部賛助会員年会費

き１５ 菊地恵一議員 112 調査研究費 4,000 ２３．１２．２０ 6,000 一九会会長 企業局幹部との懇談会会費

き１６ 菊地恵一議員 113 調査研究費 5,000 ２４．１．２２ 15,000 古川商工会議所青年部会長 平成２３年度１月通常会員総会後新年会費

き１７ 菊地恵一議員 114 調査研究費 4,666 ２４．１．２５ 7,000 県庁古川高等学校同窓会 懇親会参加費

き１８ 菊地恵一議員 115 調査研究費 3,333 ２４．１．２９ 5,000 伊藤康志岩出山後援会会長 新春「伊藤康志大崎市長を囲む会」参加会費

き１９ 菊地恵一議員 116 調査研究費 5,000 ２４．２．１０ 10,000 七日町中央通り商店街振興組合 新年会会費

き２０ 菊地恵一議員 117 調査研究費 5,000 ２４．２．１０ 8,000 古高県庁大崎会事務局 第３３回古高県庁大崎会総会会費

き２１ 菊地恵一議員 118 調査研究費 2,666 ２４．２．２２ 4,000 大崎市古川観光物産協会会長
平成２４年大崎市古川観光物産協会新年会懇
親会費

き２２ 菊地恵一議員 119 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 宮城県柔道整復師連盟委員長 会費

き２３ 菊地恵一議員 120 調査研究費 3,333 ２４．３．５ 5,000 一九会会長 教育長・経済商工観光部長との懇談会会費

き２４ 菊地恵一議員 121 調査研究費 4,000 ２４．３．１５ 6,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費

き２５ 菊地恵一議員 122 調査研究費 10,000 ２４．３．２５ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費

小計 127,328 171,000

く１ 寺澤正志議員 123 調査研究費 4,000 ２３．１２．２０ 6,000 一九会会長 企業局幹部との懇談会会費

く２ 寺澤正志議員 124 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 宮城県柔道整復師連盟委員長 会費

く３ 寺澤正志議員 125 調査研究費 4,666 ２４．３．２１ 7,000 多賀城地区防衛協会会長 「國友連隊長を送る夕べ」会費

く１（追加） 寺澤正志議員 448 調査研究費 2,333 ２４．１．５ 3,500 多賀城・七ヶ浜商工会 意見交換会

く２（追加） 寺澤正志議員 449 調査研究費 2,000 ２４．１．６ 3,000 多賀城・七ヶ浜商工会 新春年賀の会会費

く３（追加） 寺澤正志議員 450 調査研究費 3,333 ２４．１．６ 5,000 多賀城市建設職組合組合長 懇親会会費

く４（追加） 寺澤正志議員 451 調査研究費 4,000 ２４．１．１２ 6,000 多賀城市区長会会長 平成２４年多賀城市区長会新年会会費

く５（追加） 寺澤正志議員 452 資料購入費 5,000 ２４．１．２５ 5,000 あけぼの会仙台支部代表 「あけぼの」年間購読料

小計 28,665 40,500

け１ 只野九十九議員 126 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 県北議員会会費（平成23年10月～12月分）

け２ 只野九十九議員 127 調査研究費 4,000 ２３．１２．２０ 6,000 一九会会長 企業局幹部との懇談会会費

小計 14,000 16,000

こ１ 外崎浩子議員 128 調査研究費 1,333 ２３．１２．１４ 2,000 自由民主党宮城県支部連合会 女性部代表者会議懇親会費

こ２ 外崎浩子議員 129 調査研究費 2,333 ２３．１２．１８ 3,500 宮城県隊友会 役員忘年会

こ３ 外崎浩子議員 130 調査研究費 5,000 ２３．１２．２７ 8,000 宮城県宅地建物取引業協会 新年会会費

こ４ 外崎浩子議員 131 調査研究費 5,000 ２４．１．８ 10,000 社団法人　宮城県薬剤師会 平成２４年新年祝賀会会費

こ５ 外崎浩子議員 132 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

こ６ 外崎浩子議員 133 調査研究費 4,666 ２４．１．２３ 7,000 宮城県理容生活衛生同業組合泉支部 理容組合泉支部新年会会費

こ７ 外崎浩子議員 134 調査研究費 5,000 ２４．２．２５ 10,000 仙台六組合同新年会実行委員会 新年会会費

こ８ 外崎浩子議員 135 調査研究費 1,333 ２４．２．２５ 2,000 仙台市薬剤師会泉ブロック 泉区薬剤師会新年会会費

こ９ 外崎浩子議員 136 調査研究費 666 ２４．３．２６ 1,000 自由民主党泉区支部 泉区支部総会会費

こ１（追加） 外崎浩子議員 453 調査研究費 4,000 ２４．３．２３ 6,000 次世代を育てる会 懇話会費

小計 33,331 55,500

さ１ 石川光次郎議員 137 調査研究費 12,000 ２３．６．２９ 12,000 陸上自衛隊東北方面特科隊協力会 平成２３年度分年会費

さ２ 石川光次郎議員 138 調査研究費 12,000 ２３．６．２９ 12,000 宮城青年防衛協会 年会費

さ３ 石川光次郎議員 139 調査研究費 5,000 ２３．６．１９ 10,000 東北割烹研究会 定期総会懇親会費

さ４ 石川光次郎議員 140 調査研究費 4,000 ２３．７．２ 6,000 故片桐勝一氏を偲ぶ会実行委員会 故片桐勝一氏を偲ぶ会会費

さ５ 石川光次郎議員 141 調査研究費 5,000 ２３．７．１８ 8,000 仙台火曜会会長 ビアパーティチケット代

さ６ 石川光次郎議員 142 調査研究費 3,333 ２３．７．２５ 5,000 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティビアパーティチケット
代

さ７ 石川光次郎議員 143 調査研究費 160,810 ２３．７．２９ 160,810 ㈱トラベルｅ旅．Com 研修費用

さ８ 石川光次郎議員 146 調査研究費 5,000 ２３．９．１１ 10,000 東北割烹研究会 復興支援キックオフパーティ会費

さ９ 石川光次郎議員 147 調査研究費 3,333 ２３．９．１５ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

さ１０ 石川光次郎議員 148 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

さ１１ 石川光次郎議員 149 調査研究費 2,000 ２４．９．３０ 3,000 中野正志後援会 会費

さ１２ 石川光次郎議員 150 調査研究費 3,333 ２３．１０．８ 5,000 東北補給処ＯＢ会長 創立記念会食代

さ１３ 石川光次郎議員 151 調査研究費 2,666 ２３．１０．８ 4,000 建設ＴＧ会 いも煮会会費

さ１４ 石川光次郎議員 152 調査研究費 3,000 ２３．１０．１５ 4,500 東北学院ホームカミングデー 会費

さ１５ 石川光次郎議員 153 調査研究費 3,333 ２３．１０．２３ 5,000 仙台東麺類飲食業組合 レクリエーション代

さ１６ 石川光次郎議員 154 調査研究費 4,000 ２３．１０．２８ 6,000 宮城県庁尚志会 尚志会総会会費

さ１７ 石川光次郎議員 155 調査研究費 3,333 ２３．１０．３１ 5,000
宮城県理容生活衛生同業組合理容仙台
宮城野支部支部長

宮城野支部芋煮会参加費

さ１８ 石川光次郎議員 156 調査研究費 3,333 ２３．１１．１９ 5,000 伊藤新治郎後援会 会費

さ１９ 石川光次郎議員 157 調査研究費 5,000 ２３．１１．２３ 15,000
鎌田晙一師特授再住職稟承記念祝賀会
発起人

鎌田晙一師特授再住職稟承記念祝賀会会費

さ２０ 石川光次郎議員 158 調査研究費 4,000 ２３．１１．２８ 6,000 宮城野ボールパーク推進協議会会長 合同例会兼忘年交流会会費

さ２１ 石川光次郎議員 159 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

さ２２ 石川光次郎議員 160 調査研究費 3,333 ２３．１２．５ 5,000 建設ＴＧ会 会費
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さ２３ 石川光次郎議員 161 調査研究費 1,333 ２３．１２．１２ 2,000 宮城ガラス飛散防止組合会長 忘年会費

さ２４ 石川光次郎議員 162 調査研究費 3,333 ２３．１２．１３ 5,000 仙台火曜会会長 仙台火曜会特別集会費

さ２５ 石川光次郎議員 163 調査研究費 4,666 ２３．１２．１８ 7,000 江尻慎太郎選手後援会事務局
江尻慎太郎選手後援会２０１１年交流新年会
費

さ２６ 石川光次郎議員 164 調査研究費 5,000 ２３．１２．２１ 10,000
松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会
事務局

松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費

さ２７ 石川光次郎議員 165 調査研究費 5,000 ２４．１．５ 15,000 宮城県護国神社 平成２４年新春年賀互礼祝賀会会費

さ２８ 石川光次郎議員 166 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年度宮城県隊友会新年祝賀会会費

さ２９ 石川光次郎議員 167 調査研究費 4,666 ２４．１．１５ 7,000 東北方面特科隊協力会会長 新年会飲食代

さ３０ 石川光次郎議員 168 調査研究費 5,000 ２４．１．１５ 15,000 宮城県美容業生活衛生同業組合理事長 新春懇親会会費

さ３１ 石川光次郎議員 169 調査研究費 4,666 ２４．１．１５ 7,000 仙台火曜会会長 仙台火曜会懇親会費

さ３２ 石川光次郎議員 170 調査研究費 5,000 ２４．１．１６ 10,000
宮城県理容生活衛生同業組合理容仙台
宮城野支部支部長

理容仙台宮城野支部新年会会費

さ３３ 石川光次郎議員 171 調査研究費 2,666 ２４．１．１７ 4,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

さ３４ 石川光次郎議員 172 調査研究費 1,333 ２４．１．１８ 2,000 石ころの会 会費

さ３５ 石川光次郎議員 173 調査研究費 5,000 ２４．１．１９ 10,000 ティグレフォーラム ２０１２年「新春の集い」パーティー会費

さ３６ 石川光次郎議員 174 調査研究費 3,333 ２４．１．２１ 5,000
建国記念の日を祝う宮城県民大会実行
委員会

新年会会費

さ３７ 石川光次郎議員 175 調査研究費 4,000 ２４．２．２ 6,000 宮城野ボールパーク推進協議会会長 合同新年会懇親会会費

さ３８ 石川光次郎議員 176 調査研究費 4,000 ２４．２．２ 6,000 東北学院仙台同窓会会長 東北学院仙台同窓会総会＆交流会参加費

さ３９ 石川光次郎議員 177 調査研究費 5,000 ２４．２．６ 10,000
宮城県美容業生活衛生同業組合仙台宮
城野支部

新年会会費

さ４０ 石川光次郎議員 178 調査研究費 3,333 ２４．２．７ 5,000 石ころの会 会費

さ４１ 石川光次郎議員 179 調査研究費 5,000 ２４．２．１０ 10,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

さ４２ 石川光次郎議員 180 調査研究費 3,333 ２４．２．１８ 5,000 伊藤新治郎後援会 会費

さ４３ 石川光次郎議員 181 調査研究費 5,000 ２４．２．１９ 20,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費

さ４４ 石川光次郎議員 182 調査研究費 4,666 ２４．２．２１ 7,000
仙台市食品衛生協会宮城野区事務支部
長

平成２３年度賀詞交歓会・受賞者祝賀会会費

さ４５ 石川光次郎議員 183 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 建設ＴＧ会 第３９回総会会費

さ４６ 石川光次郎議員 184 調査研究費 5,000 ２４．２．２５ 10,000 仙台六組合同新年会実行委員会 新年会会費

さ４７ 石川光次郎議員 185 調査研究費 3,333 ２４．２．２５ 5,000 一水会会長 新年会会費

さ４８ 石川光次郎議員 186 調査研究費 666 ２４．２．２６ 1,000 自由民主党宮城野区支部 宮城野区支部総会会費

さ４９ 石川光次郎議員 187 調査研究費 2,666 ２４．２．２９ 4,000 中野正志後援会 会費

さ５０ 石川光次郎議員 188 調査研究費 4,000 ２４．３．７ 6,000 エネルギー・環境議員連盟事務局長 山本拓衆議院議員との懇談会会費

さ５１ 石川光次郎議員 189 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

さ５２ 石川光次郎議員 190 調査研究費 15,000 ２４．３．１３ 15,000 月曜会 異業種交流会会費（１～３月分）

さ５３ 石川光次郎議員 191 調査研究費 4,000 ２４．３．１５ 6,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費

さ５４ 石川光次郎議員 192 調査研究費 1,333 ２４．３．２２ 2,000 石ころの会 会費

さ１（追加） 石川光次郎議員 454 調査研究費 3,333 ２３．１２．２ 5,000 大志の会事務局 大志の会例会会費

さ２（追加） 石川光次郎議員 455 調査研究費 5,000 ２３．１２．１７ 10,000 宮城県セーリング連盟理事長 ２０１１イヤーエンドパーティ参加料

さ３（追加） 石川光次郎議員 456 調査研究費 4,000 ２３．１２．２１ 6,000 一水会会長 　－

さ４（追加） 石川光次郎議員 457 調査研究費 3,333 ２４．１．２２ 5,000 宮城県サッカー協会会長 平成２４年新年会会費

さ５（追加） 石川光次郎議員 458 調査研究費 2,000 ２４．１．２２ 3,000 宮城県ラグビーフットボール協会会長 新春懇談会参加費

さ６（追加） 石川光次郎議員 459 調査研究費 2,666 ２４．１．２２ 4,000 東八番丁町内会 東八番丁町内会新年会費

さ７（追加） 石川光次郎議員 460 調査研究費 3,333 ２４．１．２４ 5,000 大町へそのを
宮城県青年防衛協会新年会・陸自広報室との
懇談会

さ８（追加） 石川光次郎議員 461 調査研究費 3,333 ２３．１．３０ 5,000 Ｎ．Ｄ．Ｋ仙台 新年会費

さ９（追加） 石川光次郎議員 462 調査研究費 3,333 ２４．２．１２ 5,000 宮城県トライアスロン協会会長 平成２４年度総会会費（懇親会）

さ１０（追加） 石川光次郎議員 463 調査研究費 4,000 ２４．２．１８ 6,000
常盤木学園サッカー部を応援する会代
表

レセプションパーティ参加費

小計 420,796 589,310

し１ 佐藤光樹議員 196 事務費 52,848 不明 105,697 ヨドバシカメラ デジタルカメラ

し２ 佐藤光樹議員 197 調査研究費 3,333 ２３．７．１ 5,000 塩釜商工会議所青年部 塩釜商工会議所青年部定期総会会費

し３ 佐藤光樹議員 197 調査研究費 4,666 ２３．７．１６ 7,000 東北学院榴ヶ岡高等学校同窓会 懇親会費

し４ 佐藤光樹議員 198 調査研究費 5,000 ２３．１２．２ 10,000 仙台ベルフィーユ激励会事務局 仙台ベルフィーユ激励会会費

し５ 佐藤光樹議員 199 調査研究費 4,666 ２４．１．１２ 7,000 宮城県議会ＯＢ会会計担当 第２回宮城県議会ＯＢ会会費

し６ 佐藤光樹議員 200 調査研究費 3,333 ２４．１．２１ 5,000 隊友会塩釜支部長 平成２４年隊友会塩釜支部新年懇親会費

し７ 佐藤光樹議員 200 調査研究費 3,333 ２４．１．２７ 5,000 塩釜商工会議所青年部 新年会会費

小計 77,179 144,697

す１ 長谷川洋一議員 201 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年宮城県隊友会新年祝賀会会費

小計 4,000 6,000

せ１ 池田憲彦議員 202 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 平成２３年度県北議員会会費

せ２ 池田憲彦議員 203 調査研究費 3,333 ２４．２．１０ 5,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

せ３ 池田憲彦議員 204 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

小計 16,666 20,000

そ１ 佐々木征治議員 205 調査研究費 3,333 ２３．６．１８ 5,000 櫻下開花亭 お食事代（異業種懇談会）
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そ２ 佐々木征治議員 206 調査研究費 3,333 ２３．７．２ 5,000
藤岡奈穂子選手新世界チャンピオン祝
賀会実行委員会

藤岡奈穂子選手新世界チャンピオン祝賀会参
加費

そ３ 佐々木征治議員 207 調査研究費 5,000 ２３．７．３０ 10,000 祝賀会実行委員会 受章祝賀会参加費

そ４ 佐々木征治議員 208 調査研究費 4,000 ２３．１１．１９ 6,000 宮城県隊友会大崎支部支部長 ２３年度年末懇話会会費

そ５ 佐々木征治議員 209 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

そ６ 佐々木征治議員 210 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 平成２３年度県北議員会会費

そ７ 佐々木征治議員 211 調査研究費 10,000 ２３．１２．１８ 10,000 宮城県隊友会 特別会員会費

そ７ 佐々木征治議員 212 調査研究費 10,000 ２３．１２．１８ 10,000 宮城県隊友会大崎支部支部長 平成２３年度支部賛助会員年会費

そ８ 佐々木征治議員 213 調査研究費 2,000 ２３．１２．２６ 3,000 宮城の復興を考える集い事務局 会議参加費

そ９ 佐々木征治議員 214 調査研究費 2,666 ２４．１．１７ 4,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

そ１０ 佐々木征治議員 215 調査研究費 3,333 ２４．３．３０ 5,000 故錦戸弦一先生を偲ぶ会発起人会 故錦戸弦一先生を偲ぶ会会費

小計 56,998 12,000

た１ 安部孝議員 216 調査研究費 3,333 ２３．１２．１０ 5,000 県庁松島会事務局長 平成２３年度県庁松島会懇親会会費

た２ 安部孝議員 217 調査研究費 2,000 ２３．１２．２６ 3,000 宮城の復興を考える集い事務局 会議参加費

た３ 安部孝議員 218 調査研究費 2,000 ２４．２．２６ 3,000 自由民主党松島支部 松島町２１世紀セミナー会費

た４ 安部孝議員 219 調査研究費 4,000 ２４．３．７ 6,000 エネルギー・環境議員連盟事務局長 山本拓衆議院議員との懇談会会費

小計 11,333 17,000

ち１ 皆川章太郎議員 220 調査研究費 3,333 ２３．５．２ 5,000 ● 加美理容組合総会費

ち２ 皆川章太郎議員 221 調査研究費 2,000 ２３．５．１０ 3,000 鹿島神社 東日本震災復興祈願祭

ち３ 皆川章太郎議員 222 調査研究費 3,333 ２３．６．２ 5,000 みやぎ芸術振興懇話会事務局 芸術文化交流会費

ち４ 皆川章太郎議員 223 調査研究費 3,333 ２３．６．１２ 5,000 加美郡剣道連盟会長 平成２３年度総会懇親会会費

ち５ 皆川章太郎議員 224 調査研究費 3,333 ２３．７．７ 5,000 加美郡神社総代連合会 平成２３年度加美郡神社総代連合会総会会費

ち６ 皆川章太郎議員 225 調査研究費 3,333 ２３．７．２５ 5,000 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティビアパーティチケット
代

ち７ 皆川章太郎議員 226 調査研究費 10,000 ２３．８．１ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費

ち８ 皆川章太郎議員 227 調査研究費 3,333 ２３．９．１５ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

ち９ 皆川章太郎議員 228 調査研究費 6,000 ２３．１０．３１ 6,000 宮城県隊友会 年会費

ち９ 皆川章太郎議員 229 調査研究費 4,000 ２３．１１．２８ 4,000 宮城県隊友会 年会費

ち１０ 皆川章太郎議員 230 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

ち１１ 皆川章太郎議員 231 調査研究費 10,000 ２３．１２．１ 10,000 モラロジー研究所 モラロジーの会年会費

ち１２ 皆川章太郎議員 232 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 平成２３年度県北議員会会費

ち１３ 皆川章太郎議員 233 調査研究費 2,000 ２３．１２．２６ 3,000 宮城の復興を考える集い事務局 会議参加費

ち１４ 皆川章太郎議員 234 調査研究費 4,666 ２４．１．１２ 7,000 宮城県議会ＯＢ会会計担当 第２回宮城県議会ＯＢ会会費

ち１５ 皆川章太郎議員 235 調査研究費 15,000 ２４．１．１５ 15,000 宮城県美容業生活衛生同業組合理事長 平成２３年度会費

ち１６ 皆川章太郎議員 236 調査研究費 2,666 ２４．１．１７ 4,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

ち１７ 皆川章太郎議員 237 調査研究費 5,000 ２４．２．１３ 10,000
宮城県美容業生活衛生同業組合仙台太
白支部

新春祝賀パーティ会費

ち１８ 皆川章太郎議員 238 調査研究費 4,000 ２４．２．１９ 6,000 和光流佳穂会 新春のつどい会費

ち１９ 皆川章太郎議員 239 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 宮城県柔道整復師連盟委員長 会費

ち２０ 皆川章太郎議員 240 調査研究費 5,250 ２４．２．２４ 5,250 わんからっとＬの会 異業種交流会年会費

ち２１ 皆川章太郎議員 241 調査研究費 4,000 ２４．３．７ 6,000 エネルギー・環境議員連盟事務局長 山本拓衆議院議員との懇談会会費

ち２２ 皆川章太郎議員 242 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

ち２３ 皆川章太郎議員 243 調査研究費 4,000 ２４．３．１５ 6,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費

ち２４ 皆川章太郎議員 244 調査研究費 10,000 ２４．３．２５ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費

小計 128,579 160,250

つ１ 小野隆議員 245 調査研究費 10,000 ２３．５．２ 10,000 仙台藩士会 平成２３年度分会費

つ２ 小野隆議員 246 調査研究費 3,333 ２３．１２．５ 5,000 仙台ＣＮＣヘア技術集団
平成２３年度仙台ＣＮＣヘア技術集団忘年会
会費

つ３ 小野隆議員 247 調査研究費 2,333 ２３．１２．１６ 3,500 泉区社会福祉協議会会長 地区社協会長懇談会費

つ４ 小野隆議員 248 調査研究費 5,000 ２３．１２．１８ 10,000 泉区柔道協会事務局 平成２３年度泉区柔道協会忘年会参加費

つ５ 小野隆議員 249 調査研究費 5,000 ２３．１２．２１ 10,000
松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会
事務局

松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費

つ６ 小野隆議員 250 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年宮城県隊友会新年祝賀会会費

つ７ 小野隆議員 251 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 10,000 宮城県中華料理生活衛生同業組合 平成２４年新年会並びに受賞祝賀会会費

つ８ 小野隆議員 252 調査研究費 5,000 ２４．１．２３ 10,000 仙台ＣＮＣヘア技術集団 交友会会費

つ９ 小野隆議員 253 調査研究費 2,000 ２４．１．２８ 3,000 仙台市泉区体育協会会長 泉区体育協会新年会費

つ１０ 小野隆議員 254 研修費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

小計 44,999 72,500

て１ 安藤俊威議員 255 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．４．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 256 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．５．２３ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 257 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．６．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 258 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．７．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 259 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．８．２２ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 260 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．９．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 261 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．１０．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）
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て１ 安藤俊威議員 262 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．１１．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 263 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２３．１２．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 264 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２４．１．２０ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 265 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２４．２．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て１ 安藤俊威議員 266 事務所費・事務費・人件費 100,000 ２４．３．２１ 100,000 ２１世紀会 事務委託費（事務所費，事務費，人件費）

て２ 安藤俊威議員 267 調査研究費 85,180 ２３．８．１０ 85,180 ㈱トラベルｅ旅．Com ＪＲ，宿泊券，航空券

て３ 安藤俊威議員 269 調査研究費 3,333 ２３．９．１５ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

て４ 安藤俊威議員 270 調査研究費 2,333 ２３．１０．２６ 3,500 西村明宏白石市後援会 懇親会会費

て５ 安藤俊威議員 271 調査研究費 666 ２３．１１．２３ 1,000 佐久間よしろう後援会会長 後援会懇談会費

て６ 安藤俊威議員 272 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

て７ 安藤俊威議員 273 調査研究費 2,000 ２３．１２．３ 3,000 自民党越河部会長 自民党部会総会会費

て８ 安藤俊威議員 274 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年宮城県隊友会新年祝賀会会費

て９ 安藤俊威議員 275 調査研究費 1,666 ２４．１．２９ 2,500 自由民主党白石支部支部長 新年顔合わせ会会費

て１０ 安藤俊威議員 276 調査研究費 3,333 ２４．２．１７ 5,000 県庁白高会 県庁白高会総会費

て１１ 安藤俊威議員 277 調査研究費 2,000 ２４．２．２６ 3,000 風間康静後援会会長 風間康静後援会総会並びに新春の集い会費

小計 1,307,844 1,319,180

と１ 中村功議員 278 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 平成２３年度県北議員会会費

と２ 中村功議員 279 調査研究費 4,666 ２４．１．１２ 7,000 宮城県議会ＯＢ会会計担当 第２回宮城県議会ＯＢ会会費

と３ 中村功議員 280 調査研究費 3,333 ２４．１．２３ 5,000 鹿島台，南郷，松山電友会会長 平成２４年度電友会新年会費

と４ 中村功議員 281 調査研究費 3,333 ２４．１．２１ 5,000
建国記念の日を祝う宮城県民大会実行
委員会

新年会会費

と５ 中村功議員 282 調査研究費 3,333 ２４．２．１２ 5,000 民謡香湧会会長 民謡香湧会新年祝賀会費

と６ 中村功議員 283 調査研究費 3,333 ２４．３．５ 5,000 一九会会長
自民党・県民会議　一九会議員との懇談会会
費

小計 27,998 37,000

な１ 渥美巖議員 284 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

な２ 渥美巖議員 285 調査研究費 3,333 ２３．１１．２９ 5,000 宮城県国防研究会会長 意見懇談会費

な３ 渥美巖議員 286 調査研究費 2,000 ２３．１２．３ 3,000
大塩コミュニティ協議会会長　大塩地区
センター連絡協議会会長

平成２３年度大塩コミュニティ協議会，大塩地
区センター連合同忘年会会費

な４ 渥美巖議員 287 調査研究費 10,000 ２３．１２．１３ 10,000 県北議員会会長 平成２３年度県北議員会会費

な５ 渥美巖議員 288 調査研究費 3,333 ２３．１２．１４ 5,000 東松島市商工会会長 平成２４年賀詞交歓会参加負担金

な６ 渥美巖議員 288 調査研究費 3,333 ２３．１２．１７ 5,000 南区区長会会長 ２３年度南区区長会忘年会会費

な７ 渥美巖議員 289 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年宮城県隊友会新年祝賀会会費

な８ 渥美巖議員 290 調査研究費 2,000 ２４．１．１８ 3,000 矢本婦人会会計 矢本婦人会新年懇親会会費

な９ 渥美巖議員 290 調査研究費 2,000 ２４．１．１９ 3,000 松島基地ＯＢ会会長 新年賀詞交歓会代

な１０ 渥美巖議員 291 調査研究費 3,333 ２４．１．２１ 5,000 東松島市矢本建設職組合組合長 ２３年度東松島市矢本建設職組合新年会費

な１１ 渥美巖議員 292 研修費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

小計 39,998 55,000

に１ 千葉達議員 293 調査研究費 3,333 ２４．１．７ 5,000 南材地区町内会連合会会長 平成２４年度南材地区新年会

に２ 千葉達議員 294 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000
宮城県理容生活衛生同業組合仙台若林
支部

若林支部新年会会費

に３ 千葉達議員 295 調査研究費 4,000 ２４．３．１５ 6,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費

小計 11,333 17,000

ぬ１ 仁田和廣議員 297 事務所費　 100,000 ２３．４．１０ 100,000 ● ４月分事務所賃貸料

ぬ１ 仁田和廣議員 301 事務所費　 100,000 ２３．５．３１ 100,000 ● 事務所家賃代

ぬ１ 仁田和廣議員 305 事務所費　 100,000 ２３．６．３０ 100,000 ● 事務所家賃代

ぬ１ 仁田和廣議員 309 事務所費　 100,000 ２３．９．２５ 100,000 ● 事務所家賃代

ぬ１ 仁田和廣議員 313 事務所費　 50,000 ２３．１１．１０ 100,000 ● 11月分家賃

ぬ１ 仁田和廣議員 320 事務所費　 100,000 ２３．１２．３０ 100,000 ● 事務所家賃代

ぬ１ 仁田和廣議員 329 事務所費　 200,000 ２４．２．２７ 500,000 ● 1月分，2月分，修繕費

ぬ２ 仁田和廣議員 330 調査研究費 1,333 ２３．７．２９ 2,000 ● 会費

ぬ３ 仁田和廣議員 331 調査研究費 3,333 ２４．１．６ 5,000 多賀城市建設職組合組合長 懇親会会費

ぬ４ 仁田和廣議員 332 調査研究費 4,000 ２４．１．１２ 6,000 多賀城市区長会会長 平成２４年多賀城市区長会新年会会費

ぬ５ 仁田和廣議員 333 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

ぬ６ 仁田和廣議員 334 調査研究費 4,666 ２４．３．２１ 7,000 多賀城地区防衛協会会長 「國友連隊長を送る夕べ」会費

小計 766,665 1,125,000

ね１ 藤倉知格議員 335 調査研究費 2,000 ２３．１２．２６ 3,000 宮城の復興を考える集い事務局 会議参加費

小計 2,000 3,000

の１ 相沢光哉議員 336 調査研究費 5,000 ２３．４．２２ 10,000 仙台藩士会 年会費

の２ 相沢光哉議員 336 調査研究費 5,000 ２３．４．２２ 10,000 仙台オペラ協会 年会費

の３ 相沢光哉議員 337 調査研究費 5,000 ２３．４．２７ 10,000 国家基本問題研究所 年会費

の４ 相沢光哉議員 338 調査研究費 5,000 ２３．４．３０ 10,000 宮城県護国神社社務所 玉串料

の５ 相沢光哉議員 339 調査研究費 5,000 ２３．５．６ 10,000 つくる会教科書基金 年会費

の６ 相沢光哉議員 339 調査研究費 2,500 ２３．５．６ 5,000 東北学院中高バレー部ＯＢ会 年会費

の７ 相沢光哉議員 339 調査研究費 5,000 ２３．５．６ 10,000 ヤンググリーンスクール 年会費

の８ 相沢光哉議員 340 調査研究費 1,333 ２３．５．７ 2,000 仙台オペラ協会 平成２３年度懇親パーティ会費
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の９ 相沢光哉議員 341 調査研究費 5,000 ２３．５．１５ 8,000 亀岡八幡宮代表役員 玉串料，直会料

の１０ 相沢光哉議員 341 調査研究費 5,000 ２３．５．１９ 10,000 松尾神社 例祭玉串料

の１１ 相沢光哉議員 342 調査研究費 5,000 ２３．５．１９ 10,000 クリスロード商店街振興組合理事長 会費

の１２ 相沢光哉議員 343 調査研究費 27,500 ２３．５．２０ 55,000 仙台Ｙ’ｓメンズクラブ ２２～２３年度会費

の１３ 相沢光哉議員 344 調査研究費 5,000 ２３．５．２０ 10,000 仙台駅前商栄会会長 平成２３年度総会懇親会費

の１４ 相沢光哉議員 345 調査研究費 5,000 ２３．５．２２ 10,000 大和教団本庁 玉串料

の１５ 相沢光哉議員 346 調査研究費 5,000 ２３．５．２３ 10,000 青葉神社敬愛会 年会費

の１６ 相沢光哉議員 347 調査研究費 3,333 ２３．５．２３ 5,000 おおまち商店街振興組合理事長 通常総会懇親会会費

の１７ 相沢光哉議員 348 調査研究費 5,000 ２３．５．２４ 10,000 青葉神社社務所 初穂料

の１８ 相沢光哉議員 349 調査研究費 2,000 ２３．５．２４ 3,000 本町商店街振興組合理事長 本町商店街振興組合総会懇親会会費

の１９ 相沢光哉議員 350 資料購入費 2,500 ２３．５．３１ 5,000 郷守人編集部 新聞代

の２０ 相沢光哉議員 351 調査研究費 3,333 ２３．６．２ 5,000 みやぎ芸術振興懇話会事務局 芸術文化交流会費

の２１ 相沢光哉議員 352 調査研究費 1,000 ２３．６．１４ 2,000 宮城県日台親善協会 年会費（半年分）

の２２ 相沢光哉議員 353 調査研究費 3,333 ２３．６．１５ 5,000 仙台市食品衛生協会 平成２３年度通常総会会費

の２３ 相沢光哉議員 354 調査研究費 5,000 ２３．６．１６ 10,000 次世代を育てる会 平成２３年度年会費

の２４ 相沢光哉議員 355 調査研究費 3,333 ２３．６．１８ 5,000 日本李登輝友の会宮城県支部 許世楷先生を囲む夕食会会費

の２５ 相沢光哉議員 356 調査研究費 5,000 ２３．６．１９ 10,000 宮城県麻雀段位審査会 大会懇親会

の２６ 相沢光哉議員 356 調査研究費 3,333 ２３．６．１９ 5,000 肴町肴親会会長 肴親会総会費

の２７ 相沢光哉議員 357 調査研究費 5,000 ２３．６．１９ 10,000 東北割烹研究会 定期総会懇親会費

の２８ 相沢光哉議員 358 調査研究費 5,000 ２３．６．２６ 10,000 宮城県クリーニング生活衛生同業組合 ２３年度懇親会会費

の２９ 相沢光哉議員 359 調査研究費 3,333 ２３．６．３０ 5,000 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティビアパーティチケット
代

の３０ 相沢光哉議員 359 調査研究費 5,000 ２３．６．３０ 10,000 宮城県麺類飲食業生活衛生同業組合 第５３回定期総会会費

の３１ 相沢光哉議員 360 調査研究費 4,000 ２３．７．２ 6,000 立町小学校ＰＴＡ 立町小学校ＰＴＡ「歓送迎会」参加費

の３２ 相沢光哉議員 361 調査研究費 3,333 ２３．７．７ 5,000 本町新光町内会会長 会費

の３３ 相沢光哉議員 361 調査研究費 2,666 ２３．７．７ 4,000 宮城県日台親善協会 参加費

の３４ 相沢光哉議員 362 調査研究費 666 ２３．７．１８ 1,000 鈴木しげお連合後援会 くさやの会会費

の３５ 相沢光哉議員 363 調査研究費 5,000 ２３．７．２０ 10,000 名掛丁商店街振興組合理事長 総会会費

の３６ 相沢光哉議員 364 調査研究費 5,000 ２３．７．２４ 10,000 愛宕神社社務所 初穂料

の３７ 相沢光哉議員 365 調査研究費 5,000 ２３．７．３０ 10,000
公平有史氏受章祝賀会実行委員会委員
長

受章祝賀会参加費

の３８ 相沢光哉議員 366 調査研究費 5,000 ２３．７．３０ 10,000 青葉城本丸講講長 会費

の３９ 相沢光哉議員 367 調査研究費 5,000 ２３．８．３ 10,000 立町地区町内会連合会 総会懇親会費

の４０ 相沢光哉議員 368 調査研究費 5,000 ２３．８．６ 10,000 仙台曹司会 例会費

の４１ 相沢光哉議員 369 調査研究費 3,333 ２３．８．１１ 5,000 宮城県日台親善協会 懇談会会費

の４２ 相沢光哉議員 370 調査研究費 5,000 ２３．８．１２ 10,000 大崎八幡宮 玉串料

の４３ 相沢光哉議員 371 調査研究費 5,000 ２３．８．１５ 10,000 宮城県護国神社社務所 玉串料

の４４ 相沢光哉議員 372 調査研究費 5,000 ２３．９．１０ 10,000 大崎八幡宮 平成２３年例大祭献饌式玉串料

の４５ 相沢光哉議員 373 調査研究費 5,000 ２３．９．１１ 10,000 東北割烹研究会 復興支援キックオフパーティ会費

の４６ 相沢光哉議員 374 調査研究費 3,333 ２３．９．１５ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

の４７ 相沢光哉議員 375 調査研究費 5,000 ２３．９．２２ 13,000
三栄会代表世話人仙台駅前商店街振興
組合理事長

平成２３年三栄会観月会会費

の４８ 相沢光哉議員 376 調査研究費 2,500 ２３．９．２８ 10,000 青協・日本協議会結成４０周年係 年会費（９～１１月分）

の４９ 相沢光哉議員 377 調査研究費 3,333 ２３．９．３０ 5,000 くまがい大後援会会長 熊谷大と県議会議員の会会費

の５０ 相沢光哉議員 378 調査研究費 5,000 ２３．１０．９ 10,000 青葉神社社務所 玉串料

の５１ 相沢光哉議員 379 調査研究費 2,666 ２３．１０．１２ 4,000
東北学院中・高校同窓生親睦ゴルフコン
ペ世話人代表

東北学院中・高校同窓生親睦ゴルフコンペ懇
親会費

の５２ 相沢光哉議員 380 調査研究費 3,333 ２３．１０．１５ 5,000 東北方面後方支援隊 祝賀会食

の５３ 相沢光哉議員 381 調査研究費 5,000 ２３．１０．１６ 10,000 桜岡大神宮 例祭初穂料

の５４ 相沢光哉議員 382 調査研究費 5,000 ２３．１０．２３ 10,000 宮城県護国神社社務所 玉串料

の５５ 相沢光哉議員 383 調査研究費 4,000 ２３．１０．３１ 6,000 仙台曹司会 例会費

の５６ 相沢光哉議員 384 調査研究費 2,000 ２３．１０．２２ 2,000 養賢義塾 国策セミナー

の５７ 相沢光哉議員 385 調査研究費 5,000 ２３．１０．２３ 10,000 日本民謡声水会会主 平成２３年度発表会兼懇親会会費

の５８ 相沢光哉議員 386 調査研究費 5,000 ２３．１１．２０ 10,000 後藤登氏叙勲受章祝賀会費 後藤登氏旭日双光章受章祝賀会費

の５９ 相沢光哉議員 387 調査研究費 10,000 ２３．１１．２１ 10,000 日本協議会 年会費

の６０ 相沢光哉議員 388 調査研究費 5,000 ２３．１１．２３ 10,000 宮城県護国神社社務所 玉串料

の６１ 相沢光哉議員 389 調査研究費 4,000 ２３．１１．２３ 6,000 仙台五城ライオンズクラブ チャリティ食味会チケット代

の６２ 相沢光哉議員 390 調査研究費 3,333 ２３．１１．２８ 5,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

の６３ 相沢光哉議員 391 調査研究費 4,000 ２３．１１．２９ 6,000 仙台曹司会 例会費

の６４ 相沢光哉議員 392 調査研究費 5,000 ２３．１２．２ 8,000 宮城県宅地建物取引業協会 宮城県宅地建物取引業協会主催会合参加費

の６５ 相沢光哉議員 393 調査研究費 4,000 ２３．１２．４ 6,000 宮城県鍼灸マッサージ師会 ２３年度受賞者祝賀会及び出版パーティ

の６６ 相沢光哉議員 393 調査研究費 5,000 ２３．１２．４ 10,000 宮城県麻雀業組合連合会 会費

の６７ 相沢光哉議員 394 調査研究費 5,000 ２３．１２．４ 12,000 大和教団本庁 開祖様生誕祭玉串

の６８ 相沢光哉議員 395 調査研究費 3,333 ２３．１２．５ 5,000 建設ＴＧ会 会費

の６９ 相沢光哉議員 396 調査研究費 3,333 ２３．１２．１３ 5,000 仙台オペラ協会 役員会・懇親会費

の７０ 相沢光哉議員 397 調査研究費 5,000 ２３．１２．２１ 10,000
松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会
事務局

松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費
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の７１ 相沢光哉議員 398 調査研究費 5,000 ２３．１２．２３ 8,000 日本李登輝友の会 「日台共栄の夕べ」参加費

の７２ 相沢光哉議員 399 調査研究費 5,000 ２３．１２．２７ 5,000 仙台ＪＣ中高ＴＧ会 年会費

の７３ 相沢光哉議員 400 調査研究費 5,000 ２３．１２．２８ 10,000 仙台曹司会 年忘れ会費

の７４ 相沢光哉議員 401 調査研究費 4,000 ２４．１．２ 6,000 仙台藩士会 新年会費

の７５ 相沢光哉議員 402 調査研究費 5,000 ２４．１．３ 8,000 亀岡八幡宮代表役員 玉串料

の７６ 相沢光哉議員 403 調査研究費 5,000 ２４．１．５ 15,000 宮城県護国神社 平成２４年新春年賀互礼祝賀会会費

の７７ 相沢光哉議員 404 調査研究費 5,000 ２４．１．７ 10,000 宮城県歯科医師会会長 平成２４年宮城県歯科医師会新年会

の７８ 相沢光哉議員 405 調査研究費 5,000 ２４．１．８ 10,000 宮城県薬剤師会 平成２４年新年祝賀会会費

の７９ 相沢光哉議員 406 調査研究費 4,000 ２４．１．９ 6,000 宮城県隊友会会長 平成２４年宮城県隊友会新年祝賀会会費

の８０ 相沢光哉議員 407 調査研究費 2,666 ２４．１．１４ 4,000 東北方面後方支援隊協力会 後支隊協力会新年会会費

の８１ 相沢光哉議員 408 調査研究費 5,000 ２４．１．１５ 15,000 宮城県美容業生活衛生同業組合理事長 新春懇親会会費

の８２ 相沢光哉議員 409 調査研究費 5,000 ２４．１．１８ 10,000 宮城県中華料理生活衛生同業組合 平成２４年新年会並びに受賞祝賀会会費

の８３ 相沢光哉議員 410 調査研究費 5,000 ２４．１．１９ 10,000 サンモール一番町商店街振興組合 新年祝賀会会費

の８４ 相沢光哉議員 411 調査研究費 5,000 ２４．１．１９ 10,000 クリスロード商店街振興組合理事長 会費代

の８５ 相沢光哉議員 412 調査研究費 5,000 ２４．１．１９ 10,000
宮城県菓子工業組合　宮城県和生菓子
工業組合　宮城県洋菓子協会　仙台餅

新年合同祝賀会会費

の８６ 相沢光哉議員 413 調査研究費 30,000 ２４．１．１７ 60,000 センダイソウシカイ 年会費

の８７ 相沢光哉議員 414 調査研究費 2,666 ２４．１．１７ 4,000 みやぎバイオ研究会会長 みやぎバイオ研究会意見交換会会費

の８８ 相沢光哉議員 415 調査研究費 5,000 ２４．１．２０ 10,000 仙台市薬剤師会 平成２４年新年祝賀会会費

の８９ 相沢光哉議員 416 調査研究費 5,000 ２４．１．２２ 10,000 定義如来極楽山西方寺 御祈祷料代

の９０ 相沢光哉議員 417 調査研究費 4,666 ２４．１．２５ 7,000 仙台曹司会 例会費

の９１ 相沢光哉議員 418 調査研究費 5,000 ２４．１．２８ 10,000 宮城県豆腐商工組合代表理事 組合新年会会費

の９２ 相沢光哉議員 419 調査研究費 5,000 ２４．１．３０ 10,000 宮美生組仙台青葉支部 新年会会費代

の９３ 相沢光哉議員 419 調査研究費 3,333 ２４．１．３０ 5,000 仙台ＪＣＯＢ会 ＪＣＯＢ会会費

の９４ 相沢光哉議員 420 調査研究費 3,333 ２４．２．１０ 5,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

の９５ 相沢光哉議員 421 調査研究費 5,000 ２４．２．１１ 10,000 宮城県護国神社社務所 玉串料

の９６ 相沢光哉議員 422 調査研究費 5,000 ２４．２．１９ 20,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費

の９７ 相沢光哉議員 423 調査研究費 5,000 ２４．２．３ 15,000 大崎八幡宮 節分祭初穂料

の９８ 相沢光哉議員 424 資料購入費 4,000 ２４．２．２９ 8,000 ワック株式会社 月刊Ｗｉｌｌ購読料

の９９ 相沢光哉議員 424 資料購入費 1,500 ２４．２．２９ 3,000 畠奈津子 隔月刊郷守人購読料

の１００ 相沢光哉議員 425 調査研究費 5,000 ２４．３．３ 10,000 日本会議宮城県本部 東日本震大震災復興祈念の集い懇親会会費

の１０１ 相沢光哉議員 426 調査研究費 5,000 ２４．３．５ 10,000 秋葉けんや後援会 パーティ会費

の１０２ 相沢光哉議員 427 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

の１０３ 相沢光哉議員 428 資料購入費 1,400 ２４．３．１３ 1,400
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

書籍「教育勅語の真実」代

の１０４ 相沢光哉議員 429 調査研究費 5,000 ２４．３．２５ 8,000 日本李登輝友の会 総会・懇親会参加費

の１０５ 相沢光哉議員 430 調査研究費 4,000 ２４．３．１５ 6,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費

の１０６ 相沢光哉議員 431 調査研究費 10,000 ２４．３．２３ 10,000 仙台バッハアカデミー協会 年会費

の１０７ 相沢光哉議員 432 調査研究費 5,000 ２４．３．２４ 20,000 渡辺様傘寿お祝い 「渡辺様傘寿お祝い会」参加費

の１０８ 相沢光哉議員 433 調査研究費 4,666 ２４．３．２９ 7,000 仙台曹司会 例会費

の１０９ 相沢光哉議員 434 調査研究費 3,333 ２４．３．３０ 5,000 故錦戸弦一先生を偲ぶ会発起人会 故錦戸弦一先生を偲ぶ会会費

の１（追加） 相沢光哉議員 464 調査研究費 3,333 ２３．７．１０ 5,000 宮城ビジョンの会 「講演会」参加費

の２（追加） 相沢光哉議員 465 調査研究費 132,650 ２３．７．２９ 132,650 トラベルe旅．ｃom 研修費用

小計 656,872 1,128,050

は１ 渡辺和喜議員 435 調査研究費 3,333 ２３．５．３０ 5,000 亘理郡理容組合 平成２３年度通常総会会費

は２ 渡辺和喜議員 436 調査研究費 10,000 ２３．９．８ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費

は３ 渡辺和喜議員 437 調査研究費 5,000 ２４．３．１５ 8,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費

は４ 渡辺和喜議員 438 調査研究費 10,000 ２４．３．２５ 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費

小計 28,333 33,000

ひ１ 今野隆吉議員 439 調査研究費 5,000 ２４．１．５ 15,000 宮城県護国神社 平成２４年新春年賀互礼祝賀会会費

ひ２ 今野隆吉議員 440 調査研究費 5,000 ２４．１．８ 10,000 宮城県薬剤師会 平成２４年新年祝賀会会費

ひ３ 今野隆吉議員 441 調査研究費 5,000 ２４．１．２９ 25,000 仙台調理師　食味 会費

ひ４ 今野隆吉議員 442 調査研究費 5,000 ２４．２．１０ 10,000 土井とおる連合後援会チャレンジ２１
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

ひ５ 今野隆吉議員 443 調査研究費 5,000 ２４．２．１９ 20,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費

ひ６ 今野隆吉議員 444 調査研究費 3,333 ２４．２．２３ 5,000 宮城県柔道整復師連盟委員長 会費

ひ７ 今野隆吉議員 445 調査研究費 3,333 ２４．３．１３ 5,000
神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議
会

時局講演会懇親会会費

小計 31,666 90,000

合計 442 5,233,746 6,744,494

●は情報公開時黒塗り
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別紙３

請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

あ１ 石川利一 26 調査研究費 3,333 一九会会長
教育長・経済商工観光部
長との懇談会会費

ア

平成１９年初当選で自由民主党・県民会議を主メン
バーとして活動
経験等同期としては,県政に対する問題意義も共感す
るところ多く,担当部長等からテーマを決めて,説明を受
け意見交換,その延長とし懇親会により議論を深めて
いる。

テーマを決めて,担当部長等より説明を受け,又その他
の県幹部職員も懇親を深めており,決して議員同士の
飲食が主たる目的ではなく,そのような私的懇談は計
上していない。

実費については領収書のとおり
社会通念上妥当なものとして「手引」に定められてお
り,その範囲にあるものと理解している。

あ２ 石川利一 27 調査研究費 5,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費 ア

県南選出の超党派議員により県南地域の共通課題・
発展のための将来ビジョンについて,県幹部を招いて
勉強会を開催,議員個人では活動域を超える諸課題に
ついて意見交換,情報収集

議員のみなら,様々な懇談と同じでなじまないと考える
が,県幹部と懇談の場を持つ意義は大きい。
様々な情報交換,親密な関係づくりにも大いに役立っ
ている。

実費については領収書のとおり
社会通念上妥当なものとして「手引」に定められてお
り,その範囲にあるものと理解している。

い２ 長谷川敦 29 調査研究費 5,000
社団法人　宮城県薬剤師
会

平成２４年新年祝賀会会
費

イa
薬剤師によって構成される会であり,県民の健康増進,
県の薬務行政の推進に大いに関わっていると考える。

該当しません。
薬務行政について,現場の声を聴くのに大いに資する
と考えます。

見解の相違である。

う１ 佐々木幸士 31 調査研究費 3,333 理容組合太白支部
宮城県理容生活衛生同業
組合太白支部総会懇親会
費

イa　エ

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく理容店オーナーを会員とする宮城県
理容生活衛生同業組合の太白支部であり,保健衛生
や被災者復興支援や小規模事業者振興等,県政との
関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る生活関連支援制度について,意見聴取・意見交換を
実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２ 佐々木幸士 32 調査研究費 5,000 富県政策研究会 意見交換会会費 イb　エ
県政の発展と震災復興の今とその先を見据えた県政
のあり方を調査研究する会であり，県執行部・県議有
志にて構成する団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，２で回答したとおり
公的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災
復興における県税等と復旧復興対策について，調査・
意見聴取・意見交換を実施.。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う５ 佐々木幸士 37 調査研究費 5,000 仙台火曜会会長 ビアパーティチケット代 イab　コ

中小・小規模事業者の異業種経済団体であり，県（地
域）経済発展のため研修・情報交換を行っており，震
災による直接被害や間接被害を受けた中小・小規模
事業者における復興支援や雇用助成等や県民生活
支援等の相談を受け，県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，２で回答したとおり
の異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける義援金や生活再建支援制度について，意見聴
取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う６ 佐々木幸士 38 調査研究費 3,333 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティ
ビアパーティチケット代

オab
私学学校関係者や東北学院ＯＢの異業種経済人で構
成し，主に私学振興助成等について県政との関わりを
持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，２で回答したとおり
の異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける私学学校施設の復旧状況と放射性物質の影響
等について，意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う７ 佐々木幸士 39 調査研究費 5,000 東北割烹研究会
復興支援キックオフパー
ティ会費

イa　コ

調理師職業の人材育成や紹介,そして各種日本料理ｾ
ﾐﾅｰ等を行う日本料理調理師並びに取引先賛助会員
で構成し,風評被害で悩む県産食材の普及促進や観
光振興等にて,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る県産食材を活かした復興イベント調査や取引先の
経済状況について，調査・意見聴取・意見交換を実
施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

住民監査請求（平成２３年度政務調査費）に係る関係人（会派所属議員）調査結果　会費（参加費）
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

う８ 佐々木幸士 40 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ
熊谷大参議院議員や異業種経済人で構成し，震災復
興対策や県政全般において，県政との関わりを持つ
団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，国会議員による震
災復興全般について研修会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける国の第三次補正予算や県・市町の復興計画につ
いて，要望活動・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う９ 佐々木幸士 41 調査研究費 3,333
仙台ＣＮＣヘア技術集団
監事

平成２３年度仙台ＣＮＣヘ
ア技術集団忘年会会費

イa

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく理容店オーナーを会員とする宮城県
理容生活衛生同業組合に所属し,理容師人材育成や
経営講習等を行い,保健衛生や被災者復興支援や小
規模事業者振興等,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る中小・小規模事業者向け,商店街復旧支援対策につ
いて,意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１０ 佐々木幸士 42 調査研究費 3,333 仙台火曜会会長 仙台火曜会懇親会費 イab

中小・小規模事業者の異業種経済団体であり,県（地
域）経済発展のための研修・情報交換を行っており,震
災による直接被害や間接被害を受けた中小・小規模
事業者における復興支援や雇用助成等や県民生活
支援等の,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る県経済状況や県復興事業の進捗状況について,意
見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１１ 佐々木幸士 43 調査研究費 4,666
江尻慎太郎選手後援会事
務局

江尻慎太郎選手後援会２
０１１年交流新年会費

イa　エ
江尻慎太郎選手を支える異業種経済人で構成し,プ
ロ・アマ交流やスポーツ振興において,県政との関わり
を持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,スポーツ振興に
おけるプロスポーツと地域の繫がりについて,意見聴
取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１２ 佐々木幸士 44 調査研究費 4,000 一九会会長
企業局幹部との懇談会会
費

ア
県政の発展と震災復興のあり方を調査研究する会で
あり,平成１９年当選する他会派を含む県議と県執行
部にて構成する会。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,県執行部による震災
復旧復興について研修会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告,研修会・意見交換を実
施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１４ 佐々木幸士 46 調査研究費 5,000 宮城県護国神社
平成２４年新春年賀互礼
祝賀会会費

キ
宮城県議会議員としての案内があり，着座指定による
新年会会費

調査研究に資する実質的な意見交換を目的とした会
合に付随する懇談会であり，主催は宮城県護国神社
にあたるが実態は県内異業種経済人が集まる。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興対
策における諸課題等について，意見聴取・意見交換を
実施。

１・２で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う１５ 佐々木幸士 47 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa

自衛隊退職者や特別会員,現職自衛隊隊員の賛助会
員にて構成し,県民と自衛隊のかけ橋としての諸事業
を行い,危機管理や震災復興支援等,県政との関わりを
持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る自衛隊・自衛隊ＯＢによる活動について,意見聴取・
意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

う１６ 佐々木幸士 48 調査研究費 4,666 仙台火曜会会長 仙台火曜会新年会費 イab

中小・小規模事業者の異業種経済団体であり，県（地
域）経済発展のため研修・情報交換を行っており，震
災による直接被害や間接被害を受けた中小・小規模
事業者における復興支援や雇用助成等や県民生活
支援等，県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，２で回答したとおり
の異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける県経済景況について，意見聴取・意見交換を実
施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う１７ 佐々木幸士 49 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合理事長

新春懇親会会費 イa

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく美容店オーナーを会員とする宮城県
美容生活衛生同業組合。美容師人材育成や経営講
習等を行い,保健衛生や被災者復興支援や小規模事
業者振興等,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,美容業を取り巻
く諸課題と震災復興における被災事業者支援につい
て,意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１８ 佐々木幸士 50 調査研究費 5,000
県理組合太白支部経理部
長

宮城県理容生活衛生同業
組合太白支部新春交流会
会費

イa

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく理容店オーナーを会員とする宮城県
理容生活衛生同業組合の太白支部。保健衛生や被
災者復興支援や小規模事業者振興等,県政との関わ
りを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,理容業を取り巻
く諸課題と震災復興における被災事業者支援につい
て,意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１９ 佐々木幸士 51 調査研究費 5,000 都市計画研究会 意見交換会会費 イb　エ
震災復興の今とその先を見据えた社会資本整備を調
査研究する会であり，県執行部と県議有志にて構成
する団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，県執行部による震
災復旧復興について研修会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける東日本大震災復興特別区域法等について，研修
会・意見交換を実施。

２．３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う２０ 佐々木幸士 52 調査研究費 5,000
仙台ＣＮＣヘア技術集団
企画部長

交友会会費 イa

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく理容店オーナーを会員とする宮城県
理容生活衛生同業組合に所属し,理容師人材育成や
経営講習等を行い,保健衛生や被災者復興支援や小
規模事業者振興等,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,理容業を取り巻
く環境や震災復興における各種支援について,意見聴
取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２１ 佐々木幸士 53 調査研究費 5,000 仙台調理師真味会 会費 イa

調理師職業の人材育成や紹介等を行う日本料理調理
師並びに取引先賛助会員で構成し,風評被害で悩む
県産食材の普及促進や観光振興等にて,県政との関
わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③と
記載するが④にもあたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興やプレ
ディスティネーション・ねんりんピック対応について,意
見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２２ 佐々木幸士 54 調査研究費 4,000 東北学院仙台同窓会会長
東北学院仙台同窓会総会
＆交流会参加費

イa　オ
b

私学学校関係者や東北学院ＯＢの異業種経済人で構
成し,主に私学振興助成等について県政との関わりを
持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る私学学校施設の復旧状況と放射性物質の影響等
について,意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。
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う２３ 佐々木幸士 55 調査研究費 3,333
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ
土井とおる衆議院議員や異業種経済人で構成し，震
災復興対策や県政全般において，県政との関わりを
持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，国会議員による震
災復興全般についての講話拝聴。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興にお
ける当初予算や県・市町の復興計画について，要望
活動・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う２４ 佐々木幸士 56 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合仙台太白支部

新春祝賀パーティ会費 イa　コ

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」に基づく美容店オーナーを会員とする宮城県
美容生活衛生同業組合に所属する太白区支部。美容
師人材育成や経営講習等を行い,保健衛生や被災者
復興支援や小規模事業者振興等,県政との関わりを持
つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る中小・小規模事業者支援策について,意見聴取・意
見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２５ 佐々木幸士 57 調査研究費 4,000 富沢少年野球クラブ
富沢少年野球クラブ結成
パーティ参加費

イa　エ
コ

富沢地区周辺の少年野球に関わる保護者・児童生徒
が所属し,スポーツ振興や社会教育振興,青少年健全
育成等にて,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,学校施設開放
における社会教育のあり方について,意見聴取・意見
交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２６ 佐々木幸士 58 調査研究費 3,333
仙台一高野球部ＯＢ広瀬
会事務局長

仙台一高野球部ＯＢ広瀬
会平成２４年度総会費

オb
宮城県仙台第一高等学校野球部ＯＢが所属し，現役
生徒の支援とＯＢの親睦を目的にする会であり，県立
高等学校として，県政との関わりを持つ。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的と
し，２で回答したとおりの団体ではあるが兼ねてより要
望を頂いていた学校体育施設の復旧状況について報
告・要望聴取が主な目的であったため計上。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，宮城県仙台
第一高等学校第二グランド復旧状況について，学校
関係者からの要望聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う２７ 佐々木幸士 59 調査研究費 5,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費 イa

調理師職業の人材育成や紹介,そして各種日本料理ｾ
ﾐﾅｰ等を行う日本料理調理師並びに取引先賛助会員
で構成し,風評被害で悩む県産食材の普及促進や観
光振興等にて,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては④に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る県観光関連復興イベント等の支援について意見聴
取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２８ 佐々木幸士 60 調査研究費 3,333 建設ＴＧ会 第３９回総会会費
イab
エ

東北学院ＯＢによる建設産業関連異業種経済人で構
成し，主に私学振興助成等や震災復興と社会資本整
備について県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおり公
的性格を有する団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興におけ
る入札制度における諸課題について，意見聴取・意見
交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う２９ 佐々木幸士 61 調査研究費 3,333 一水会会長 新年会会費 イab

中小・小規模事業者の異業種経済団体であり,県（地
域）経済発展のための情報交換を行っており,震災に
よる直接被害や間接被害を受けた中小・小規模事業
者における復興支援や雇用助成等や県民生活支援
等の,県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,２で回答したとおりの
異業種交流団体。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり,震災復興全般
において,意見聴取・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。
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う３０ 佐々木幸士 62 調査研究費 2,666 中野正志後援会 会費 カ
中野正志参議院議員や異業種経済人で構成し，震災
復興対策や県政全般において，県政との関わりを持
つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり，国会議員との震災
復興全般について意見交換会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては③に
あたる）
また，政務活動記録簿の報告のとおり，震災復興全
般について，意見聴取・意見交換を実施。

２．３で説明したとおり，不当な支出とは言えない。

う３１ 佐々木幸士 63 調査研究費 3,333 一九会会長
教育長・経済商工観光部
長との懇談会会費

ア
県政の発展と震災復興のあり方を調査研究する会で
あり,平成１９年当選する他会派を含む県議と県執行
部にて構成する会。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,県執行部による教育
振興・震災復旧復興について研修会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり，教育振興と震
災復興支援について，,研修会・意見交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

う１（追加）佐々木幸士 446 調査研究費 4,000 次世代を育てる会
クライン孝子氏を囲む意
見交換会

イb　エ

正しい歴史教育と次世代を担う者を教育・研修するこ
とを目的とし，異業種経済人や社会教育従事者等で
構成し，学校教育・家庭教育・社会教育等振興におい
て，県政との関わりを持つ団体。

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とし
た会合に付随する懇談会であり,クライン孝子氏次世
代のための教育振興について研修会を実施。
（平成２１年度政務活動費の使途確認においては①に
あたる）
また,政務活動記録簿の報告のとおり，教育振興にお
ける学校教育と社会教育等について，,研修会・意見
交換を実施。

２・３で説明したとおり,不当な支出とは言えない。

え１ 村上智行 65 調査研究費 5,000 富県政策研究会 意見交換会会費 イb　エ

震災復旧・復興，富県戦略の推進を目的とし，構成は
県議，県執行部有志各種研修会や意見交換会等を
行っており，県議会各種会議において震災復旧・復興
や富県戦略について提言等を行っている。

主たる目的が震災復旧・復興，富県戦略推進につい
て研修会と意見交換会となっているので政務調査費
を充当することに妥当と考えている。

領収書に基づく支出で活動実績もあり，社会通念上妥
当なものと手引きに定められている範囲で請求人の
主張の不当な支出には当たらないと考えている。

え３ 村上智行 67 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

県議会議員で構成しており,目的である県管理の下水
道処理場から発生する汚泥を堆肥化し再利用するな
ど循環型モデルの構築,その実現のために研修会,現
地調査,意見交換等を行なっている。

バイオマス（菌）についての研究者,行政関係者等と左
記の目的達成のための研修会,意見交換が主たる目
的であるからして該当しないものと考えている。

実費については領収書の通りで社会通念上妥当なも
のとして手引に定められている範囲と考えている。

え４ 村上智行 68 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ
県議と国会議員で復旧・復興等についての陳情，意
見交換会。

復旧・復興についての陳情，意見交換が主たる目的と
なっているので政務活動費を充当することは妥当と考
えている。

実費についても領収書の通りで社会通念上妥当なも
のと手引きに定められており，その範囲にあり，請求
人の主張には当たらないと考えている。

え５ 村上智行 69 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

県議会議員で構成しており,目的である県管理の下水
道処理場から発生する汚泥を堆肥化し再利用するな
ど循環型モデルの構築,その実現のために研修会,現
地調査,意見交換等を行なっている。

バイオマス（菌）についての研究者,行政関係者等と左
記の目的達成のための研修会,意見交換が主たる目
的であるからして該当しないものと考えている。

実費については領収書の通りで社会通念上妥当なも
のとして手引に定められている範囲と考えている。

え６ 村上智行 70 調査研究費 3,333 竹駒神社社務所 会費 キ
（支出金額の内容等について説明願います。）
式典終了後の直会参加費です。

主たる目的が神社関係者を始め市執行部，商工会関
係者等との震災復旧・復興や県政・地域課題について
意見聴取，意見交換の場であり政務活動費を充当す
ることは妥当と考えている。

実費は領収書の通りであり，社会通念上妥当な金額
の範囲内であることから請求者の主張には当たらな
いと考える。

え７ 村上智行 71 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa

自衛隊OBを中心に陸海空自衛隊活動のサポート,地
域住民への周知等を主に自衛隊と国民・県民を結ぶ
活動をしているものと理解をしている。災害派遣等県
民生活に直結しており,県防災・災害対策にとって自衛
隊関係者・関連団体との連携は必須と考えているか
ら。

災害対策など県政との連携について隊友会,自衛隊幹
部,各自治体首長との意見交換が主たる目的であるの
で政務活動費を充当している。

団体の活動内容や実態が調査研究に適うものであり,
当該会合の内容は実質的な意見交換が中心であるこ
とから請求人の主張は当たらないものと考えている。

え８ 村上智行 72 調査研究費 5,000 都市計画研究会 意見交換会会費 イb　エ

震災復旧・復興推進，社会資本整備についての調査
研究を目的とし，構成員は県議，県執行部有志で研
修会や意見交換会などを開催し，県議会各種会議に
おいて提言等を行っている。

主たる目的が震災復旧・復興推進，社会資本整備促
進のための研修会，意見交換会等となっているので
政務調査費を充当することは妥当と考えている。

領収書に基づく支出で活動実績もあり，社会通念上妥
当なものと手引きに定められている範囲で請求人の
主張の不当な支出には当たらないと考えている。



- 6 -

請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

え９ 村上智行 73 調査研究費 3,333
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ

国会議員の後援会主催による国政報告会，意見交換
会であり県政一般にわたる意見交換や広聴の場でも
ある。それに加え，国の復旧・復興財源等の状況や要
望等を国会議員に直接進言できる場でもある。

主たる目的が復旧・復興について国の現状や県政一
般にわたる意見交換の場であることから政務活動費
を充当する。

実費は領収書の通りであり，社会通念上妥当な金額
であり手引きに定められた範囲内の支出で請求人の
主張には当たらないと考える。

え１０ 村上智行 74 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ

県議及び市町村議員から構成しており，国政，県政課
題や市町村課題等解決に向けて，各種研修会，意見
交換会等の開催をしている。研修会や意見交換会時
には県内各地の要望や陳情が寄せられている。

主たる目的が講演会や意見交換会になっているので
政務活動費を充当するは妥当と考えている。

実費は領収書の通りであり，社会通念上妥当なものと
手引きに定められている。懇親会も県政一般にわたる
意見交換の場であり，支出においても範囲内で充当し
請求人の主張には当たらないものと考えている。

え１１ 村上智行 75 調査研究費 5,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費 ア
県南地域及び県政策における現状と課題等について
理解を深めるための研修会,意見交換会を県南選出
議員全員で行っている。

研修会の講師は村井嘉浩知事となっており県政の課
題について現状説明と意見交換を行っている。

実費については領収書のとおりであり,社会通念上妥
当なものとして手引に定められている範囲であると考
えている。

お２ 細川雄一 77 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ
国会議員と県議会議員が国の予算や県の予算等に
ついて意見交換を行っています。

国会議員と県議会議員が国の予算や県の予算等に
ついて意見交換を中心に行う場に対し，充当すること
は妥当と考えます。

実質的な意見交換を行っており，主張はあたらないと
考えます。

お４ 細川雄一 79 調査研究費 5,000 宮城県護国神社
平成２４年新春年賀互礼
祝賀会会費

キ
（支出金額の内容等について説明願います。）
新年祝賀会　会費

手引きによると，「会費（参加費）への政務活動費の充
当に際しては，支出対象である団体の活動内容や実
態が政務活動に適うものであり，実質的な意見交換
が中心である場合に充当できるものとする。」とあり，
当会に参加している多様な方から社会教育活動の現
状等について意見交換を中心に行う場に充当するこ
とは妥当と考えます。

左記の通り，主張はあたらないと考えます。

お５ 細川雄一 80 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa

国民と自衛隊のかけ橋として,相互の理解を深めるとと
もに,防衛意識の普及高揚に努め,国の防衛及び防災
施策,慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に
貢献することにより,我が国の平和と安全に寄与し,併
せて自衛隊退職者等の福祉を増進することを目的と
し,自衛隊ＯＢの皆さんが震災後のボランティア活動や
災害対応活動の体験談等を伺うことは県の防災・減
災対応に資すると考えます。

手引きによると,「会費（参加費）への政務活動費の充
当に際しては,支出対象である団体の活動内容や実態
が政務活動に適うものであり,実質的な意見交換が中
心である場合に充当できるものとする。」とあり,当会に
参加している自衛官やＯＢの方から震災後等の活動
について意見交換を中心に行う場に充当することは
妥当と考えます。

実質的な意見交換の場であり,主張はあたらないと考
えます。

お６ 細川雄一 81 調査研究費 5,000 都市計画研究会 意見交換会会費 イb　エ

都市計画等社会資本整備に関わる行政の取組みの
現状と課題等について議員の識見向上を図ることを
目的としていると考えます。その目的の達成のため，
県執行部と共に意見交換等を行う議員有志で構成
し，特に震災後の被災地における土地利用等の現状
と課題等について意見交換を行うことは県政において
必要なことと考えます。

都市計画等社会資本整備に関わる行政の取組みの
現状と課題等についての議員に識見向上を図ること
を目的としての意見交換が中心の場であり，充当する
ことは妥当だと考えます。

実態を伴う活動であり，事項は記載されているので主
張はあたらないと考えます。

お８ 細川雄一 83 調査研究費 2,000
宮城県隊友会若林支部支
部長

新年会会費 イa

国民と自衛隊のかけ橋として,相互の理解を深めるとと
もに,防衛意識の普及高揚に努め,国の防衛及び防災
施策,慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に
貢献することにより,我が国の平和と安全に寄与し,併
せて自衛隊退職者等の福祉を増進することを目的と
し,現職自衛隊やＯＢの皆さんが震災後のボランティア
活動や地域活動,訓練状況等意見交換を行うことは県
の防災・減災対応に資すると考えます。

手引きによると,「会費（参加費）への政務活動費の充
当に際しては,支出対象である団体の活動内容や実態
が政務活動に適うものであり,実質的な意見交換が中
心である場合に充当できるものとする。」とあり,当会に
参加している自衛官やＯＢの方から震災後等の活動
について意見交換を中心に行う場に充当することは
妥当と考えます。

実質的な意見交換の場であり,主張はあたらないと考
えます。

お９ 細川雄一 84 調査研究費 4,666
宮城県美容業生活衛生同
業組合仙台若林支部支部
長

美容組合若林支部新年会
会費

イa

厚生労働大臣の認可を得て設立された美容室経営者
の事業団体で衛生水準の向上,業界の振興と発展を
図るため,技能指導事業,経営指導事業,共済事業,広
報事業,社内検定事業等を行っている宮城県美容組
合の支部で,生活衛生関係事業者と意見交換を行い,
組合支部活動の現状を把握することは住民福祉の向
上に資すると考える。

手引きによると,「会費（参加費）への政務活動費の充
当に際しては,支出対象である団体の活動内容や実態
が政務活動に適うものであり,実質的な意見交換が中
心である場合に充当できるものとする。」とあり,当会に
参加している組合支部の方から震災後等の組合活動
について意見交換を中心に行う場に充当することは
妥当と考えます。

実質的な意見交換の場であり,主張はあたらないと考
えます。

か２ 高橋伸二 86 調査研究費 3,333 隊友会大河原支部支部長 懇談会費 イa

自衛隊の活動のサポートし,その活動が滞りなく展開さ
れるため地域住民への広報や連携促進を目的とし,そ
の達成のための活動を行っていると聞いている。主な
構成員は自衛隊ＯＢと当該団体の趣旨に賛同する者
と聞いている。県民の生命財産を守ることが県政の要
諦であり,その一翼を担う当該団体と県政の関わりは
密接と考える。

この支出により出席した会合は自衛隊の活動をいか
にサポートし,その活動が滞りなく行われるための地域
住民への広報や連携促進はどのようにあるべきか等
の内容についての意見交換が主目的であり,飲食が主
目的ではないことから政務調査費の充当は妥当と考
える。

政務調査報告書は議員の責任において主観で作成さ
れる報告書であり,客観的に活動を裏付ける報告書作
成は困難と考える。当該団体の活動内容や実態が調
査研究に適うものであり,当該会合の内容は実質的な
意見交換が中心であることから請求人の主張は当た
らないものと考える。
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か３ 高橋伸二 87 調査研究費 4,000 一九会会長
企業局幹部との懇談会会
費

ア

議員のスキル向上等のための必要な事業を行い,もっ
て県政発展に寄与することを目的とする。研修会・講
演会・意見交換会等の活動を行っている。構成員は平
成１９年及び平成２３年初当選の県議会議員有志。

企業局が所管する県水道事業の現状と課題について
の意見交換が主目的であり,飲食を主目的とする会合
ではありません。したがって政務調査に資する会合で
あることから,政務調査費の充当は妥当だと考える。

この支出は領収書に基づく支出で活動実績もあり,社
会通念上妥当と考えられる範囲内であると考える。飲
食が伴ったことから調査研究活動に要した実費の３分
の２の額について政務活動費を充当している。した
がって手引きに基づく正当な支出であり,請求人の主
張は当たらないものと考える。

か４ 高橋伸二 88 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa

自衛隊の活動のサポートし,その活動が滞りなく展開さ
れるための県民への広報や連携促進を目的とし,その
達成のための活動を行っていると理解している。主な
構成員は自衛隊ＯＢと当該団体の趣旨に賛同する者
と聞いている。県民の生命財産を守ることが県政の要
諦であり,その一翼を担う当該団体と県政の関わりは
密接と考える。

この支出により出席した会合は自衛隊の活動をいか
にサポートし,その活動が滞りなく行われるための県民
への広報や連携促進はどのようにあるべきか等の内
容についての意見交換が主目的であり,飲食が主目的
とは言えないことから政務調査費の充当は妥当と考え
る。

政務調査報告書は議員の責任において主観で作成さ
れる報告書であり,客観的に活動を裏付ける報告書作
成は困難と考える。当該団体の活動内容や実態が調
査研究に適うものであり,当該会合の内容は実質的な
意見交換が中心であることから請求人の主張は当た
らないものと考える。

か５ 高橋伸二 89 調査研究費 5,000 都市計画研究会 意見交換会会費 イb　エ

都市計画等社会資本整備に関わる行政の取り組みの
現状と課題等について議員の識見向上を目的と理解
している。その目的達成のための研修会，意見交換
等を行う。議員有志で構成。県民の社会資本整備に
対する関心は極めて高くより充実した施策が求められ
ている。県政における重要課題と考える。

土木部が所管する都市計画等社会資本整備に関わ
る行政の取り組みの現状と課題等についての現状調
査及び意見交換が主目的であり，飲食を主目的とす
る会合ではありません。したがって政務調査費の充当
は妥当だと考える。

左記説明の通り活動内容や実態は調査研究に適うも
のである。領収書は必要事項が記載されており請求
人の主張は当たらないと考える。

か６ 高橋伸二 90 調査研究費 3,333
建国記念の日を祝う宮城
県民大会実行委員会

新年会会費 イab

建国記念の日を祝う宮城県民大会の企画運営を行う
ための団体。主な構成員は,国会議員,県議会議員,市
町村議会議員他。日本国の成り立ちや伝統,文化等に
ついて理解を深めることにつながる。それらを踏まえ
て議会活動を行うことにより県政発展に寄与する。

国会議員,県議会議員,市町村議会議員,民間人他で。
日本国の成り立ちや伝統,文化等について理解を深め
るための意見交換が主目的である。政務調査費充当
は妥当と考える。

政務調査報告書は議員の責任において主観で作成さ
れる報告書であり,客観的に活動を裏付ける報告書作
成は困難と考える。当該団体の活動内容や実態が調
査研究に適うものであり,当該会合の内容は実質的な
意見交換が中心であることから請求人の主張は当た
らないものと考える。

か７ 高橋伸二 91 調査研究費 666 ささき守後援会会長 会費 カ

目的と活動内容及び主な構成員については当該団体
の会員ではないため詳しくは承知していないが，佐々
木守議員の政治活動支援と会員相互の交流促進等
を目的とし，その目的達成のために事業が行われて
いるものと理解している。言うまでもなく県政と町政と
は密接な関係にあり，町の議会及び議員も当然なが
ら県との関わりは密接なものと考える。

当該会合において町議会議員及び地域住民に対して
県政の報告及び意見交換を行っていることから手引き
の指す後援会活動とは異なるものである。このことか
ら飲食が主目的の後援会活動には当たらず政務調査
費の充当は妥当と考える。

左記の県政報告及び意見交換が主目的であることか
ら，手引きの指すほかの議員の後援会や祝賀会等と
は異なるものと考える。このことから請求人の主張は
当たらないと考える。

か８ 高橋伸二 92 調査研究費 1,333 佐藤昭光後援会 女性部新年会費 カ

目的と活動内容及び主な構成員については当該団体
の会員ではないため詳しくは承知していないが，佐藤
前町長の政治活動支援と会員相互の交流促進等を
目的とし，その目的達成のために事業が行われてい
るものと理解している。構成員は川崎町内在住の助
成と承知している。女性の社会参画を推進する県政と
の関わりは深いものと考える。

当該会合において佐藤前町長及び地域住民に対して
県政の報告及び意見交換を行っていることから手引き
の指す後援会活動とは異なるものである。このことか
ら飲食が主目的の後援会活動には当たらず政務調査
費の充当は妥当と考える。

左記の県政報告及び意見交換が主目的であることか
ら，手引きの指す他の議員の後援会や祝賀会とは異
なるものと考える。このことから請求人の主張は当た
らないと考える。

か１０ 高橋伸二 94 調査研究費 3,333 一九会会長
教育長・経済商工観光部
長との懇談会会費

ア

議員のスキル向上等のための必要な事業を行い,もっ
て県政発展に寄与することを目的とする。研修会・講
演会・意見交換会等の活動を行っている。構成員は平
成１９年及び平成２３年初当選の県議会議員有志。

教育庁,経済商工観光部が所管する事業の現状と課
題についての意見交換が主目的であり,飲食を主目的
とする会合ではありません。したがって政務調査費の
充当は妥当だと考える。

この支出は領収書に基づく支出で活動実績もあり,社
会通念上妥当と考えられる範囲内であると考える。飲
食が伴ったことから調査研究活動に要した実費の３分
の２の額について政務活動費を充当している。した
がって手引きに基づく正当な支出であり,請求人の主
張は当たらないものと考える。

か１１ 高橋伸二 95 調査研究費 4,000
エネルギー・環境議員連
盟事務局長

山本拓衆議院議員との懇
談会会費

ア　イa

国や県のエネルギー及び環境政策について理解を深
め,これらの政策をより充実させるための研修会,意見
交換会等を行っております。主な構成員は県議会議
員有志。エネルギー及び環境政策の発展を推進する
県の政策と深く関わるものと考える。

講師の山本拓衆議院議員はエネルギー・環境政策の
エキスパートでありこれらの政策について理解を深め
るための意見交換が主目的である。外部から講師を
招聘しており議員間の懇談会とは異なることから,政務
調査費の充当は妥当と考える。

この支出は領収書に基づく支出で活動実績もあり,社
会通念上妥当と考えられる範囲内であると考える。政
務調査報告書は議員の責任において主観で作成され
る報告書であり,客観的に活動を裏付ける報告書作成
は困難と考える。当該団体の活動内容や実態が調査
研究に適うものであり,当該会合の内容は実質的な意
見交換が中心であることから請求人の主張は当たら
ないものと考える。

か１２ 高橋伸二 96 調査研究費 5,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費 ア

県南地域及び県の政策における現状と課題等につい
て理解を深め,これらの政策をより充実させるための研
修会,意見交換会等を行っております。主な構成員は
県南地域選出の県議会議員全員。当然県政と深く関
わるものと考える。

講師の村井嘉浩氏は知事であり,県政の様々な課題
等について意見交換を行った。さらには今後の県政の
あり方について理解を深めるための意見交換が主目
的である。外部から講師を招聘しており議員間の懇談
会とは異なることから,政務調査費の充当は妥当と考
える。

この支出は領収書に基づく支出で活動実績もあり,社
会通念上妥当と考えられる範囲内であることを前提と
した上で調査研究活動に要した費用の実費に充当し
ていることから請求人の主張は当たらないものと考え
る。
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き１ 菊地恵一 97 調査研究費 2,000 社団法人　大崎法人会
平成２３年度通常総会会
員交流会参加費

ク

企業の発展を通じて地域経済と地域社会に対しての
社会貢献活動を行う団体であり，大崎市内の中小企
業法人がその会員であり，県の中小企業支援施策の
対象として深く関わる。

前述の通り，県の経済施策と直接に関わる法人が会
員であり，それら各種施策等について意見交換を行っ
ており，飲食が主目的の会合ではない。

請求人は本団体の内容について把握しているようにも
思えず，請求人の主張にも同意できない。

き３ 菊地恵一 99 調査研究費 3,333
藤岡奈穂子選手新世界
チャンピオン祝賀会実行
委員会

藤岡奈穂子選手新世界
チャンピオン祝賀会参加
費

イa　コ

藤岡奈穂子氏は,大崎市を広く国内外にＰＲいただくた
めに大崎市長より委嘱された「おおさき宝大使」であり,
当初からボクシングのみならず,多方面で大崎市のＰＲ
のために活動している。
この会合の実際の主催者は大崎市であり,県内第３の
市として,この活動は地方創生の観点からも県政の一
端を担っていると考える。

前述の通り,飲食を目的とした会合でも個人的な会合
でもなく,実質公的な会合と理解している。

その名称のみから推察したと思われる請求人の主張
には同意できない。

き４ 菊地恵一 100 調査研究費 2,666
大崎市古川観光物産協会
会長

平成２３年度大崎古川観
光物産協会定時総会懇親
会費

ケ

大崎市古川地域の観光と物産の振興を目的とした団
体で，そのための活動を行っている。地域の観光と物
産に関わる法人，団体，個人が会員であり，県内第３
の市である大崎市中心地域の観光物産の一端を担う
団体として県政との関わりが強い。

懇親会という名称ではあってもその主目的は情報交
換・意見交換の場であり，飲食を主目的とした会合で
はなく，請求人の主張には同意できない。

たまたま本団体の会長を引き受けているが，本件の
場では県議会議員としての立場からも意見を求められ
たり，また情報提供を行っており，私的会合とはまった
く理解していない。

き５ 菊地恵一 101 調査研究費 3,333 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティ
ビアパーティチケット代

オab

当該団体は宮城県最大の私立学校の同窓会であり，
会員相互に研鑽を図って母校並びに地域や所属する
団体の発展に寄与することを目的とした団体であり，
本件は仙台支部の主催であるが，県内７４，０００名の
会員を有する中で当日も各地より多くの会員が参加
し，特に経済人や学校関係者として活躍されている
方々もおられ，県内の経済政策や私立学校振興につ
いて深い関わりがある。

ビアパーティーという名称がついているが，実際の内
容は意見交換，情報交換の場であり，飲食を主目的と
して会合ではなく，また個人的会合としても理解してい
ない。

前述の通り，県政と関わる大切な意見交換・情報交換
の場であり，単なる個人の立場ではなく，県議会議員
としての立場で参加している。（県議会議員としてでな
ければ参加する意思はない。）

き６ 菊地恵一 102 調査研究費 2,000
西古川地区振興協議会コ
ミュニティビジネス部会

西古川ビアガーデン参加
費

イa

大崎市古川の西古川地区にある,８つの行政区を取り
まとめた広域の振興を図る団体であり,その目的遂行
のために地域に密着した様々な活動を行っていて,各
行政区の区長や役員を中心に構成されており,地域振
興という観点から県政との関わりも強い。

ビアガーデンという名称がついているが,実際の内容
は意見交換・情報交換の場であり,さらには地域の県
政課題についての要望聴取の貴重な場ともなってお
り,飲食を主目的とした会合ではなく,また個人的会合と
も理解していない。

県議として参加する実質的意見交換・情報交換の会
合の場合,それを具体的,客観的に裏付ける公開資料
が必要だとは考えていない。実際の県議の仕事は非
常に広範囲にわたるものであり,一つ一つの会合が,そ
れぞれ一つ一つの課題解決のための会合などという
単純な内容ではなく,それらの現状を把握もしていない
請求人の主張には同意できない。

き７ 菊地恵一 103 調査研究費 2,666 古川高等学校同窓会
古川高等学校同窓会会員
券

イa　オ
b

宮城県立の高等学校である古川高等学校の同窓生
によ団体であり,同窓生の連携と母校の発展を目的と
した会で,伝統的に公務員や県内有力企業に数多くの
卒業生がおり,同窓生の繫がりの強い学校であるため,
同窓会においては様々な分野の会員と県政に対して
の有用な意見交換・情報交換ができる場になっており,
県政との関わりも深い。

前述の通りの団体の会合であり,飲食を目的とした会
合でも個人的な会合でもなく,同窓生たる県議会議員
としての案内を頂いた参加であり,会場でも簡潔ながら,
県政に係る報告も行っている。

同窓会だからといって,個人的立場で参加している訳
ではなく,県議会議員として多様な活動と情報量を必要
としているからこそ,そのために参加しているのであっ
て,請求人の主張には同意できない。

き１０ 菊地恵一 106 調査研究費 3,333
大崎市古川観光物産協会
会長

平成２３年度大崎古川観
光物産協会理事会懇親会
費

ケ

大崎市古川地域の観光と物産の振興を目的とした団
体で，そのための活動を行っている。地域の観光と物
産に関わる法人，団体，個人が会員であり，県内第３
の市である大崎市中心地域の観光物産の一端を担う
団体として県政との関わりが強い。

懇親会という名称ではあってもその主目的は情報交
換・意見交換の場であり，飲食を主目的とした会合で
はなく，請求人の主張には同意できない。

請求人は本団体の内容について把握しているようにも
思えず，請求人の主張にも同意できない。

き１１ 菊地恵一 107 調査研究費 3,333 ㈱金原本館　芙蓉閣
おおさき青年会議所１２月
例会・忘年会登録料

イa

本団体は「明るい豊かな社会」の実現を理想として公
益事業をおこなう事を目的とした公益社団法人日本青
年会議所の構成組織として,広域大崎エリアの４０歳ま
での若手経済人を主な会員とした団体であり,「明るい
豊かな社会」実現という観点から,様々な県政施策と関
わる部分が多い。

前述の通りの団体の会合であり,飲食を主目的とした
会合でなく,構成メンバーである地域の若手経済人と
県政と関わる大切な意見交換・情報交換の場でもあり
妥当な支出と考える。

県議として参加する実質的意見交換・情報交換の会
合の場合,それを具体的,客観的に裏付ける公開資料
が必要だとは考えていない。実際の県議の仕事は非
常な広範囲にわたるものであり,一つ一つの会合が,そ
れぞれ一つ一つの課題解決のための会合などという
単純な内容ではなく,それらの現状を把握もしていない
請求人の主張には同意できない。

き１２ 菊地恵一 108 調査研究費 3,333
大崎市古川家庭婦人バ
レーボール連盟会長

忘年会会費 イa

本団体は,県内バレーボールの聖地とも言われる大崎
市古川においてバレーボール公的振興を担う,大崎市
バレーボール協会の関連組織であり,長い歴史を持ち
ながら,各家庭婦人バレーボールクラブを会員としてス
ポーツを通じた社会教育の充実等や,また各団体と連
携しながら地域振興の一端を担っており,その意味で
県政との関わりが深い。

忘年会という名称になっているが,これは所属各チー
ムと前述のスポーツを通じた社会教育の振興等につ
いて意見交換・情報交換できる年１回の貴重な場であ
り,飲食を主目的とした会合とは理解していない。

県議として参加する実質的意見交換・情報交換の会
合の場合,それを具体的,客観的に裏付ける公開資料
が必要だとは考えていない。実際の県議の仕事は非
常な広範囲にわたるものであり,一つ一つの会合が,そ
れぞれ一つ一つの課題解決のための会合などという
単純な内容ではなく,それらの現状を把握もしていない
請求人の主張には同意できない。
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き１５ 菊地恵一 112 調査研究費 4,000 一九会会長
企業局幹部との懇談会会
費

ア
県議会自由民主党会派内の当選３回２回生の県政に
対する研修会を開催し,もって議員としての資質の向
上を図ることを目的とした団体である。

各議会毎に,その時々にタイムリーな問題・課題に対し
て県庁執行部職員を講師に研修会を開催し,その後,
その案件について意見交換することを目的として開催
した会合であり,手引きの会費（１）に記載されている内
容である。

会費は実費相当分を予め確認のうえで徴収しており,
請求人の主張は当たらないと考える。

き１６ 菊地恵一 113 調査研究費 5,000
古川商工会議所青年部会
長

平成２３年度１月通常会
員総会後新年会費

ア

古川商工会議所青年部は,古川商工会議所の下部組
織として,地域の若き企業家が集う団体であり,研鑽と
交流を通じて企業家精神を高め,企業の発展を原点と
しながら経済人として地域経済と社会の発展を目指す
団体であり,特に経済商工業分野では県とも密接に関
わる団体である。

前述の通り団体の会合であり,忘年会ではあるが飲食
を主目的とした会合でなく,構成メンバーである地域の
若手経済人と県政と関わる大切な意見交換・情報交
換の場でもあり妥当な支出と考える。

本件についての請求人の主張は,内容を錯誤したと思
える,妥当性のない誤った判断での主張であると考え
る。

き１７ 菊地恵一 114 調査研究費 4,666 県庁古川高等学校同窓会 懇親会参加費 イb　ク

宮城県立の高等学校である古川高等学校の県庁内
の同窓生による団体であり，同窓生の連携と母校の
発展を目的とした会で，特に様々な県政課題について
同窓生という立場から，より中身の深い意見交換・情
報交換ができる場となっている。

前述の通りの団体の会合であり，飲食を目的とした会
合でも個人的な会合でもなく，同窓生たる県議会議員
と執行部職員がそれぞれの立場から県政課題につい
て意見交換しており，非公式ながら，県政そのものに
ついての議論の場といっても過言ではない。

前述のとおりであり，個人的な会合でも政務調査活動
に寄与しない会合でもなく，請求人の主張には同意で
きない。

き１８ 菊地恵一 115 調査研究費 3,333
伊藤康志岩出山後援会会
長

新春「伊藤康志大崎市長
を囲む会」参加会費

カ

大崎市岩出山地域における，大崎市長の支援者を構
成員とした団体であり，岩出山地域に限らず，広く大
崎市全般の市政課題について意見交換・情報交換す
る会でもあり，県内第２の市として大崎市政の諸課題
も県政と深く関わっている。

名称は後援会となっているが，本件の場合は，名目上
の主催者となっただけで選挙活動に関する内容では
なく，大崎市における保守系市議会議員や前議員，さ
らに地域の経済界やＪＡ関係者も参加して広く市政課
題について意見交換している。

実質的内容が前述の通りであり，請求人の主張には
同意できない。

き１９ 菊地恵一 116 調査研究費 5,000
七日町中央通り商店街振
興組合

新年会会費 イa

大崎市古川地域の七日町商店街に存在する商店,会
社を会員とする法人格を有する商店街組合であり,商
店街の運営と様々な課題に取り組んでおり,商店街活
動を通じて,県とも関わりが深い。

地域の商店街は疲弊しシャッター街化しているところ
も多く,本商店街も例外ではない。さらに前年の東日本
大震災で大きな被害も受けており,飲食を主目的とした
会合でなく,その復旧・復興に向けた大切な意見交換・
情報交換の場であった。

県議として参加する実質的意見交換・情報交換の会
合の場合,それを具体的,客観的に裏付ける公開資料
が必要だとは考えていない。しかしながら,本件の場合
はその地域性や時期的要因も含めて話題は自ずと
はっきりしており,それらの現状を把握もしていない請
求人の主張には同意できない。

き２０ 菊地恵一 117 調査研究費 5,000 古高県庁大崎会事務局
第３３回古高県庁大崎会
総会会費

イb　ク

宮城県立の高等学校である古川高等学校の県庁内
の同窓生による団体であり，同窓生の連携と母校の
発展を目的とした会で，特に大崎という地域における
県政課題について同窓生という立場から，より中身の
深い意見交換・情報交換ができる場となっている。

前述の通りの団体の会合であり，飲食を目的とした会
合でも個人的な会合でもなく，同窓生たる県議会議員
と執行部職員がそれぞれの立場から県政課題につい
て意見交換しており，非公式ながら，県政そのものに
ついての議論の場といっても過言ではない。

前述の通りであり，個人的な会合でも政務調査活動に
寄与しない会合でもなく，請求人の主張には同意でき
ない。

き２１ 菊地恵一 118 調査研究費 2,666
大崎市古川観光物産協会
会長

平成２４年大崎市古川観
光物産協会新年会懇親会
費

ケ

大崎市古川地域の観光と物産の進行を目的とした団
体で，そのための活動を行っている。地域の物産と観
光に関わる法人，団体，個人が会員であり，県内第３
の市である大崎市中心地域の観光物産の一端を担う
団体として県政との関わりが強い。

懇親会という名称ではあっても飲食を主目的とした会
合ではなく，その内容は情報交換・意見交換の場であ
り，請求人の主張には同意できない。

たまたま団体の会長を引き受けているが，本件の場
では県議会議員としての立場からも意見を求められた
り，また情報提供を行っており，私的な団体の会合等
とは考えていない。

き２２ 菊地恵一 119 調査研究費 3,333
宮城県柔道整復師連盟委
員長

会費 カ

柔道整復師としての職務を全うし，社会的責任を果た
すために必要な制度や政策などの具体化を求めて活
動する団体であり，県内の柔道整復師が主な会員で
あって，医療現場との連携や災害救援時での協定
等，県の医療施策を担う県政にとっても関わりは深
い。

飲食を主目的とした会合ではなく，その内容は情報交
換・意見交換の場であり，請求人の主張には同意でき
ない。

請求人の主張のような団体とは捉えていない。

き２３ 菊地恵一 120 調査研究費 3,333 一九会会長
教育長・経済商工観光部
長との懇談会会費

ア
県議会自由民主党会派内の当選３回２回生の県政に
対する研修会を開催し,もって議員としての資質の向
上を図ることを目的とした団体である。

各議会毎に,その時々にタイムリーな問題・課題に対し
て県庁執行部職員を講師に研修会を開催し,その後,
その案件について意見交換することを目的として開催
した会合であり,手引きの会費（１）に記載されている内
容である。

会費は実費相当分を予め確認のうえで徴収しており,
請求人の主張は当たらないと考える。

き２４ 菊地恵一 121 調査研究費 4,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費 ア　イa

当該団体は宮城県最大の私立学校である東北学院
の県議会議員による同窓会であり,会員相互に研鑽を
図って母校並びに県政の発展に寄与することを目的と
した団体であり,その活動はほぼ執行部側の同窓生に
よる宮城県庁同窓会と連携しており,特に様々な県政
課題について同窓生という立場から,より中身の深い
意見交換・情報交換ができる場となっている。

前述の通りの団体の会合であり,飲食を主目的とする
会合でも個人的な会合でもなく,同窓生たる県議会議
員と執行部職員がそれぞれの立場から県政問題につ
いて意見交換しており,非公式ながら,県政そのものに
ついての議論の場と言っても過言ではない。

前述の通りであり,個人的な会合でも政務調査活動に
寄与しない会合でもなく,請求人の主張には同意でき
ない。

く１ 寺澤正志 123 調査研究費 4,000 一九会会長
企業局幹部との懇談会会
費

ア
平成１９年当選議員で結成された。今後の議員活動を
行ううえで,研鑽を積み,県民の生活の向上と県政発展
に努めるため。

研修会実施後の懇談会であり,妥当である。
議員の研究活動は,当然の事であるが,調査費は社会
通念上,必要あるので計上した。
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く２ 寺澤正志 124 調査研究費 3,333
宮城県柔道整復師連盟委
員長

会費 カ
青少年健全育成と「文武両道」の考えから，連盟との
懇談

飲食を主目的ではない。問題・課題そして要望等など
幅広い意見交換をしている。充当は妥当である。

医療性を持った団体で多くの県民に声を聞き，県政に
反映させる意味でも充当は妥当である。

く３ 寺澤正志 125 調査研究費 4,666 多賀城地区防衛協会会長
「國友連隊長を送る夕べ」
会費

コ

目的　国防，災害対応。活動内容　市民団体と共に，
即応体制に後方支援等の活動と，退院の意見交換
を。主な構成員　多賀城駐屯地幹部。　県政との関わ
り　連隊長，退院の方々には「東日本大震災」時には
昼夜を問わず救援にあたっていただいた事が大きい。

震災救援，支援・復旧に対する意味を考え，参加し
た。充当したことは妥当である。

不当とは言えない。

く１（追加）寺澤正志 448 調査研究費 2,333 多賀城・七ヶ浜商工会 意見交換会 イa

市内の商・工・農・水の経済活性化。
会員一貫となり上記の目的で活動している。
今回は,震災直後の開催で,参加者との意見交換（問
題・課題・要望）を行った。
この事を県政に反映。

震災直後の会合であり,充当した。
妥当である。

政務調査支出は妥当である。

く２（追加）寺澤正志 449 調査研究費 2,000 多賀城・七ヶ浜商工会 新春年賀の会会費 イa

七ヶ浜町内の商工農水の経済活性化。
会員一貫となり,上記の目的で活動している。
今回は,震災直後の開催で,参加者との意見交換（問
題,課題,要望）を行った。
この事について県政に反映。

震災直後の会合であり,妥当である。 政務調査費の支出は妥当である。

く３（追加）寺澤正志 450 調査研究費 3,333
多賀城市建設職組合組合
長

懇親会会費 イa

地場産業の育成・経済活性化
会員一貫となり,上記の目的で活動している。
特に震災直後で,被災者に対する支援,復旧に尽力
組合長,役員,会員,市民等

震災直後の会合であり,業界一貫となり,復旧に取り組
む事で話し合いがなされた。
問題・課題・要望聴取した。このことから充当した。妥
当である。

政務調査費の支出は妥当である。

く４（追加）寺澤正志 451 調査研究費 4,000 多賀城市区長会会長
平成２４年多賀城市区長
会新年会会費

イa
行政区長が一同に会し,今回は特に災害復旧等につ
いて意見交換を行った。
各行政区長（４７区長）市議,県議,国会議員等

震災直後の会合であり,今後の活動（支援,復旧）につ
いて意見交換（問題,課題,要望）した。充当は妥当であ
る。

政務調査費の支出は妥当である。

け２ 只野九十九 127 調査研究費 4,000 一九会会長
企業局幹部との懇談会会
費

ア

県政課題の調査
各部局の担当者との意見交換と事業の勉強
同会派の同期の議員
県政の課題や目的などについて深く知ることができ
た。

該当しない
まず,各部局との意見交換,勉強会がまずあることが前
提であるから。

見解の相違である。

こ１ 外崎浩子 128 調査研究費 1,333
自由民主党宮城県支部連
合会

女性部代表者会議懇親会
費

カ

県内，様々な職業，年令の女性を構成員として，保守
層の有識者を招いての女性に関する政策についての
意見聴取を行い，今後の県政においての種々の示唆
を伺いながらの調整作業の必要性があったため

会の内容としては，昼食をはさんだ時間帯であった
が，有識者との講演会主体の政策立案のための会で
あったと認識　よって按分率をあえて適応して計上し
ている。

特に認識の相違と考える

こ２ 外崎浩子 129 調査研究費 2,333 宮城県隊友会 役員忘年会 イa

県議会議員としての充て職を頂いており,構成員は自
衛隊OBの方々が主であるが,東日本大震災以来地域
において防犯,防災のスペシャリストとして活躍して頂
いている状況より県政においてもその活動内容につ
いて,把握,又,改めての県政への意見を聴取する必
要。

東日本大震災以来,防犯,防災は重要課題であり,特に
公的な救助などが即座に期待できないこまかい地
域々々においてはこうしたスペシャリストの力やご意
見をつぶさに伺い,連携を強めていくことが今後も求め
られるため,政策立案主体の会であると認識する。

認識の相違。

こ３ 外崎浩子 130 調査研究費 5,000
宮城県宅地建物取引業協
会

新年会会費 イa

県内における宅地建物取引業,不動産業に携わる
方々の会。
東日本大震災以来のみなし仮設の取扱いや被災者
の方々の再建などにむけての活動を行っており,今後
の県政運営に重要な意見の聴取の必要性がある。

開催名目は新年会での費用支出となっているが,参加
者は県内多くの業者の方々,国会議員,県議会議員,市
議会議員というメンバーで,広く今後の県内被災住宅,
被災者の方々の再建ということにむけての政策立案
について,重要な会であるとの認識。

認識の相違。

こ４ 外崎浩子 131 調査研究費 5,000
社団法人　宮城県薬剤師
会

平成２４年新年祝賀会会
費

イa

県内薬剤師の方々の集まり。県議会議員としての充
て職を与えられております。
かつ,東日本大震災以降,三師会を中心として,県政に
対しての医薬業界の意見を聴取する必要性がある。

名目においては新年会ではありますが,国会議員,県
議会議員,市議会議員とともに,震災以降の医薬業界
の県政への政策立案への意見聴取を行う必要があ
る。

認識の相違。

こ５ 外崎浩子 132 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa

県議会議員としての充て職を頂いており,構成員は自
衛隊OBの方々が主であり,地域の防災活動に尽力し
て頂いている。そのため,今後の県内の防災政策につ
いても訓練をつんだ立場からの様々な支援を頂く必要
性がある。

名目は新年会とはなっているが,国会議員,県議会議
員,市議会議員や震災時に救出救助活動を地域で
行った自衛隊との方々との意見交換を主目的とした会
との認識。

認識の相違。

こ６ 外崎浩子 133 調査研究費 4,666
宮城県理容生活衛生同業
組合泉支部

理容組合泉支部新年会会
費

イa
泉区における理容師の方々の組織。
振興住宅地においての理容業の現状について,国政と
市政もあわせての政策立案の必要性がある。

国会議員，市議会議員とともに県議会議員として充て
職を頂いており,業界においての現状や人材の確保な
どの課題についての意見聴取,意見交換の必要性が
ある。

認識の相違
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こ７ 外崎浩子 134 調査研究費 5,000
仙台六組合同新年会実行
委員会

新年会会費 イa

県内における麺類組合と関係業者の方々の構成する
もの。
伝統の食である分野での組合員数の減少や原料高
騰などの課題,などの意見聴取の必要性。

組合員の方々との面会時期が限られ,又,関係業者の
方々,国政,市政の方々ともあわせて政策立案での意
見聴取が出来る貴重な機会であり,議員としての出席
の必要性があると認識。

認識の相違。

こ８ 外崎浩子 135 調査研究費 1,333
仙台市薬剤師会泉ブロッ
ク

泉区薬剤師会新年会会費 イa　エ
泉区における薬剤師の方々の団体。
県民,市民,区民の健康づくりについての政策立案につ
いて意見聴取。

国会議員，市議会議員とともに県民の健康づくりに関
しての政策立案について意見聴取,意見交換の必要
性があると認識する。

認識の相違

こ９ 外崎浩子 136 調査研究費 666 自由民主党泉区支部 泉区支部総会会費 カ
泉区内における様々な層の皆様方の構成　区内にお
いての教育，防犯，等，県政との政策立案の上で深い
つながりがあり，意見聴取，意見交換の必要がある。

国会議員，市議会議員とともに各種各層の方々から，
意見を聴取する必要性があると認識

認識の相違

こ１
（追加）

外崎浩子 453 調査研究費 4,000 次世代を育てる会 懇話会費 イb　エ
県内における教育者、社会教育事業従事者の方々の
組織。いじめ，不登校，学力向上にむけての政策立案
においての意見聴取，意見交換の必要性

有識者を招いての講演会主体の会においての意見交
換，意見聴取を行い，県政に於ける教育分野，特にい
じめ，不登校，学力低下の課題について出席の必要
性ありと認識

認識の相違

さ３ 石川光次郎 139 調査研究費 5,000 東北割烹研究会 定期総会懇親会費 イa
和食を通し,日本の伝統文化を継承・普及,食文化の発
展と食品衛生に寄与する調理師で構成する団体。
県の生活衛生行政に深く寄与している。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ４ 石川光次郎 140 調査研究費 4,000
故片桐勝一氏を偲ぶ会実
行委員会

故片桐勝一氏を偲ぶ会会
費

イa　コ

県内トライアスロン競技,大会運営における第一人者
である氏が津波により亡くなり,全国トライアスロン関
係者及び七ヶ浜町長はじめ大会関係者で,氏の功績を
偲ぶ会。
大会の県スポーツ行政,観光行政における貢献はは
かりしれない。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ５ 石川光次郎 141 調査研究費 5,000 仙台火曜会会長 ビアパーティチケット代
イaｂ
コ

異業種経営者交流会。県政全般にわたり様々な勉強
会等を主宰する。

このとおりで妥当 そうは思わない

さ６ 石川光次郎 142 調査研究費 3,333 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティ
ビアパーティチケット代

オaｂ
コ

東北学院の仙台在住者における同窓会であり，異業
種交流を目的とした会。

そうは思わない そうは思わない

さ８ 石川光次郎 146 調査研究費 5,000 東北割烹研究会
復興支援キックオフパー
ティ会費

イa　コ （前出１３９に同じ） そうは思わない。 そうは思わない。

さ９ 石川光次郎 147 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa
県管理の下水道処理場から発生する汚泥を堆肥化し,
再利用するなど,その実現のために研修活動を行って
いる会。

目的について,専門家より講演をいただいているので
妥当と考える。

そうは思わない。

さ１０ 石川光次郎 148 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ
国会議員後援会主催であるが，国会議員と県議会議
員，民間人を交え，県政の諸課題について議論する
会

そうは思わない そうは思わない

さ１１ 石川光次郎 149 調査研究費 2,000 中野正志後援会 会費 カ
元国会議員の後援会主催であるが，被災者を含めた
民間人との震災復旧・復興のための諸課題を議論す
る会

前記の通り，復興施策を議論するのが主であることか
ら妥当であると考える

そうは思わない

さ１２ 石川光次郎 150 調査研究費 3,333 東北補給処ＯＢ会長 創立記念会食代
イaｂ
エ

陸自東北補給処ＯＢで組織する団体が主催する会で
あるが，現役隊員，民間人等多くの県民が国防、地域
防災等議論する会

そうは思わない そうは思わない

さ１３ 石川光次郎 151 調査研究費 2,666 建設ＴＧ会 いも煮会会費 エ　コ
建設関連業経営者・従事者の東北学院同窓で組織す
る会が主催であるが，同窓のみならず，建設業にたず
さわる県民と社会資本整備の諸課題を議論する会

２．の通りであるので妥当と考える そうは思わない

さ１４ 石川光次郎 152 調査研究費 3,000
東北学院ホームカミング
デー

会費
イa　オ

b
東北学院役職者,同窓と私学振興と県発展の為の人
材育成を図る為，異業種交流する会。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ１５ 石川光次郎 153 調査研究費 3,333 仙台東麺類飲食業組合 レクリエーション代 エ　コ
仙台市東部地区で麺類飲食業を営む経営者の会。食
品衛生等に貢献している団体。

そうは思わない そうは思わない

さ１６ 石川光次郎 154 調査研究費 4,000 宮城県庁尚志会 尚志会総会会費
イab
オb

仙台三高卒業の県職員で組織する団体。県内首長や
学校関係者も出席し，高等教育県政のみならず県政
全般にわたり議論する会

そうは思わない そうは思わない

さ１７ 石川光次郎 155 調査研究費 3,333
宮城県理容生活衛生同業
組合理容仙台宮城野支部
支部長

宮城野支部芋煮会参加費 コ
理容業経営者で組織する会。生活衛生行政に寄与
し，業界の諸課題のみならず地域の諸課題について
議論する会

２の通り妥当 そうは思わない。
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さ１８ 石川光次郎 156 調査研究費 3,333 伊藤新治郎後援会 会費 カ
仙台市議の後援会主催であるが，ほとんどの人が津
波被災者であり仮設入居者である。生活再建の為の
意見交換会である。

そうは思わない そうは思わない

さ１９ 石川光次郎 157 調査研究費 5,000
鎌田晙一師特授再住職稟
承記念祝賀会発起人

鎌田晙一師特授再住職稟
承記念祝賀会会費

イa　コ
参加者がほとんど津波被災者であり,仮設入居者であ
る。祝賀会ではあるが,話題は生活再建等復旧・復興
の会である。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ２０ 石川光次郎 158 調査研究費 4,000
宮城野ボールパーク推進
協議会会長

合同例会兼忘年交流会会
費

イa

宮城野ボールパーク推進協と仙台駅東口商工事業協
組の合同例会・交流会。
駅東口地区の諸課題や安全安心なまちづくり等議論
する会。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ２１ 石川光次郎 159 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa （前出１４７に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ２２ 石川光次郎 160 調査研究費 3,333 建設ＴＧ会 会費
イaｂ
エ

(前出１５１に同じ） （前出１５１に同じ） （記載なし）

さ２３ 石川光次郎 161 調査研究費 1,333
宮城ガラス飛散防止組合
会長

忘年会費 イa
災害時等ガラスの飛散を防止する為のガラスを普及
させるメーカー,設置業者の会。
公共施設整備を主とし活動している。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ２４ 石川光次郎 162 調査研究費 3,333 仙台火曜会会長 仙台火曜会特別集会費 イab （前出１４１に同じ） 政策議論が主であるので妥当と考える。 （記載なし）

さ２５ 石川光次郎 163 調査研究費 4,666
江尻慎太郎選手後援会事
務局

江尻慎太郎選手後援会２
０１１年交流新年会費

イa　エ
江尻さんを支える異業種経営者等で組織され,スポー
ツ振興に寄与する会。

スポーツ振興を考えることが主であり,妥当と考える。 そうは思わない。

さ２６ 石川光次郎 164 調査研究費 5,000
松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会事務局

松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会会費

イa　コ
私立学校経営者であり,教育者でもある松良さんと関
係の深い人が集まっている,私学振興に寄与する会。

２の通り,私学振興を考えるのが主であり妥当と考え
る。

そうは思わない。

さ２７ 石川光次郎 165 調査研究費 5,000 宮城県護国神社
平成２４年新春年賀互礼
祝賀会会費

キ 新年互礼祝賀会参加費 宗教行事の初穂料は別途私費で支払っております。 そうは思わない。

さ２８ 石川光次郎 166 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年度宮城県隊友
会新年祝賀会会費

イa
自衛隊OBで組織され,地域と自衛隊のかけ橋となり,地
域の安全を確することを目的とした団体。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ２９ 石川光次郎 167 調査研究費 4,666
東北方面特科隊協力会会
長

新年会飲食代 イab （前出１３７に同じ） （前出１３７に同じ） そうは思わない

さ３０ 石川光次郎 168 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合理事長

新春懇親会会費 イa 美容業界の現況と諸課題を考える会。 ２の通り妥当。 そうは思わない。

さ３１ 石川光次郎 169 調査研究費 4,666 仙台火曜会会長 仙台火曜会懇親会費 イab （前出１４１に同じ） （前出１４１に同じ） （記載なし）

さ３２ 石川光次郎 170 調査研究費 5,000
宮城県理容生活衛生同業
組合理容仙台宮城野支部
支部長

理容仙台宮城野支部新年
会会費

イa （前出１５５に同じ） （前出１５５に同じ） （前出１５５に同じ）

さ３３ 石川光次郎 171 調査研究費 2,666 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa （前出１４７に同じ） （前出１４７に同じ） （前出１４７に同じ）

さ３４ 石川光次郎 172 調査研究費 1,333 石ころの会 会費
イaｂ
エ

各地のボランティア活動に参加する民間人ボランティ
ア団体。定期的に県政に関する勉強会を開催してい
る。

２のとおり妥当 そうは思わない

さ３５ 石川光次郎 173 調査研究費 5,000 ティグレフォーラム
２０１２年「新春の集い」
パーティー会費

カ 中小企業・小規模事業者・支援する，経営者団体 そうは思わない そうは思わない

さ３６ 石川光次郎 174 調査研究費 3,333
建国記念の日を祝う宮城
県民大会実行委員会

新年会会費 イab
我が国の建国を祝う県民の会。
歴代県議会議長が会長をつとめている。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ３７ 石川光次郎 175 調査研究費 4,000
宮城野ボールパーク推進
協議会会長

合同新年会懇親会会費 イa （前出１５８に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ３８ 石川光次郎 176 調査研究費 4,000 東北学院仙台同窓会会長
東北学院仙台同窓会総会
＆交流会参加費

イa　オ
b

（前出１４２に同じ） （記載なし） そうは思わない。

さ３９ 石川光次郎 177 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合仙台宮城野支部

新年会会費 イa （前出１５５に同じ） （記載なし） （記載なし）
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さ４０ 石川光次郎 178 調査研究費 3,333 石ころの会 会費
イaｂ
エ

（前出１７２に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ４１ 石川光次郎 179 調査研究費 5,000
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ
代議士の後援会主催だが，国会議員の講演もあり，
その後の交流会では多くの県民から広聴活動や要望
聴取ができる会

(10,000円を支出した理由）

会費10,000円と認識している。
そうは思わない

さ４２ 石川光次郎 180 調査研究費 3,333 伊藤新治郎後援会 会費 カ （前出１５６に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ４３ 石川光次郎 181 調査研究費 5,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費 イa （前出１３９に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ４４ 石川光次郎 182 調査研究費 4,666
仙台市食品衛生協会宮城
野区事務支部長

平成２３年度賀詞交歓会・
受賞者祝賀会会費

イa　コ
宮城野区内で営業する食品関係,経営者の会。
食品衛生行政に大きく寄与している。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ４５ 石川光次郎 183 調査研究費 3,333 建設ＴＧ会 第３９回総会会費
イaｂ
エ

（前出１５１に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ４６ 石川光次郎 184 調査研究費 5,000
仙台六組合同新年会実行
委員会

新年会会費 イa　エ
仙台市内で組織する麺類飲食業組合６団体の合同会
合。
食品衛生等に大きく寄与している。

そうは思わない。 そうは思わない。

さ４７ 石川光次郎 185 調査研究費 3,333 一水会会長 新年会会費 イab 異業種交流親睦会。 そうは思わない。 そうは思わない。

さ４８ 石川光次郎 186 調査研究費 666 自由民主党宮城野区支部 宮城野区支部総会会費 カ 政党支部 そうは思わない
総会終了後の食事代。食事をとりながらの地域の諸
課題について，意見交換を行った。

さ４９ 石川光次郎 187 調査研究費 2,666 中野正志後援会 会費 カ （前出１４９に同じ） （記載なし） （記載なし）

さ５０ 石川光次郎 188 調査研究費 4,000
エネルギー・環境議員連
盟事務局長

山本拓衆議院議員との懇
談会会費

ア　イa 会派政務調査会内の勉強会。 そうは思わない。 そうは思わない。

さ５１ 石川光次郎 189 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ
日本の伝統文化を後世に正しく伝えることを目的にし
た県内地方議員で組織する団体

そうは思わない そうは思わない

さ５３ 石川光次郎 191 調査研究費 4,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費 ア　イa
東北学院出身の県議で組織し,私学振興を主に議論
する会。

議論が主であるので妥当。 そうは思わない。

さ５４ 石川光次郎 192 調査研究費 1,333 石ころの会 会費
イaｂ
エ

（前出１７２に同じ） （前出１７２に同じ） （前出１７２に同じ）

さ１
（追加）

石川光次郎 454 調査研究費 3,333 大志の会事務局 大志の会例会会費
イaｂ
エ

異業種経営者勉強会。県政、仙台市政の諸課題につ
いて勉強する会。

２の通り妥当 そうは思わない

さ２
（追加）

石川光次郎 455 調査研究費 5,000
宮城県セーリング連盟理
事長

２０１１イヤーエンドパー
ティ参加料

イa　コ 県セーリング競技振興,環境整備等議論する会。 ２の通り妥当。 そうは思わない。

さ３
（追加）

石川光次郎 456 調査研究費 4,000 一水会会長 －
イaｂ
エ

（前出１８５に同じ） （前出１８５に同じ） （前出１８５に同じ）

さ４
（追加）

石川光次郎 457 調査研究費 3,333 宮城県サッカー協会会長 平成２４年新年会会費 イa サッカー協議振興等議論する会 ２の通り妥当。 そうは思わない。

さ５
（追加）

石川光次郎 458 調査研究費 2,000
宮城県ラグビーフットボー
ル協会会長

新春懇談会参加費 イa　ケ ラグビー競技振興等を議論する会。 ２の通り妥当。 そうは思わない。

さ６
（追加）

石川光次郎 459 調査研究費 2,666 東八番丁町内会 東八番丁町内会新年会費 イa 地域コミュニティ強化,地域課題を議論する会。 ２の通り妥当。 そうは思わない。

さ７
（追加）

石川光次郎 460 調査研究費 3,333 大町へそのを
宮城県青年防衛協会新年
会・陸自広報室との懇談
会

イaｂ
エ

（前出１３８に同じ） （前出１３８に同じ） （前出１３８に同じ）

さ８
（追加）

石川光次郎 461 調査研究費 3,333 Ｎ．Ｄ．Ｋ仙台 新年会費 イab 理容技術研鑽団体,業界の諸課題を議論する会。 ２の通りであるので妥当。 そうは思わない。
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さ９
（追加）

石川光次郎 462 調査研究費 3,333
宮城県トライアスロン協会
会長

平成２４年度総会会費（懇
親会）

ケ トライアスロン協議振興等を議論する会 ２のとおりであるので妥当 そうは思わない。

さ１０
（追加）

石川光次郎 463 調査研究費 4,000
常盤木学園サッカー部を
応援する会代表

レセプションパーティ参加
費

イa　コ
全国有数私立高校のサッカー部を応援する異業種経
営者等で組織し,私学振興,スポーツ振興を議論する
会。

２の通りなので妥当。 そうは思わない。

し２ 佐藤光樹 197 調査研究費 3,333 塩釜商工会議所青年部
塩釜商工会議所青年部定
期総会会費

ケ

市内の商業に携わる青年部の団体であり，市民のた
めのお祭りやイベント等に関わる組織であり，宮城県
議として顧問もしている。あくまであて職である。（議員
になった人が顧問に就任）

年１回の総会に参加し，その活動内容を知る事で地
域の商業活動やそれぞれの業種の動向，景気の流れ
を知る貴重な機会であり，妥当と考えている。

宮城県議会議員として顧問と云う肩書きで出席してい
る。青年部の会員ではない為，公的な県議として出席
している。

し３ 佐藤光樹 197 調査研究費 4,666
東北学院榴ヶ岡高等学校
同窓会

懇親会費 オb

文字どうり，高校の同窓会組織であり，年に数回役員
会や総会等で幅広い年代の方々や広範囲に亘る職
業の方々と一同に会する絶好の機会である。医療関
係，役所関係，建設関係，不動産関係等々多くの
方々から県政に対する批判や要望を聞かせて頂く，
重要な場所である。

先程も主張した通り，この会合でしか会えない方々と
の懇談は，貴重であり，この高校を卒業したからこそ，
出会える方々と認識している。その中での貴重な御意
見は，政務調査に値するものと考える。

これまでの説明どおりで見解の相違と考える。

し４ 佐藤光樹 198 調査研究費 5,000
仙台ベルフィーユ激励会
事務局

仙台ベルフィーユ激励会
会費

イa　コ
仙台発のプロのバレーボールチームである。
地域にとってスポーツのプロチーム誘致は,大変重要
であると考えている。

仙台・富谷を拠点に活動するプロのバレーボールチー
ムを応援しサポートする事は,地域にとっても我々議員
や住民にとっても重要な事であると考えます。

この機会にしか会えない運営会社,選手,支援行政等と
意見交換を行なった。
仙台には,プロの野球チームやバスケットボール,そし
てバレーボールチームがあり,その活動は,震災支援や
地域の子供達への指導,ファン等への対応等多岐に
亘る。その活動を支援し,支える事は私的とは考えにく
い。公的な活動として参加してます。

し５ 佐藤光樹 199 調査研究費 4,666
宮城県議会ＯＢ会会計担
当

第２回宮城県議会ＯＢ会
会費

ア　イb
宮城県議会議員ＯＢと現職議員,県庁執行部の参加も
含む,年に数回の意見交換が目的であり,先輩方から
後輩への指導,執行部への提案等多岐にわたる。

個人的会合でＯＢ,現職議員,県庁執行部の参加者は
あり得ません。経験に基づく指導は,今後共県政のみ
ならず必要な助言であると考える。

見解の相違である。

し６ 佐藤光樹 200 調査研究費 3,333 隊友会塩釜支部長
平成２４年隊友会塩釜支
部新年懇親会費

イa　ケ

自衛隊ＯＢの集まりであり,塩釜市内在住の皆さん。
県議と現職自衛隊,ＯＢとのかけ橋の団体であり,震災
後は特に震災対応における自衛隊との関わり,地域と
の関わり,住民との関わり等地域に密着した活動につ
いて,御指導頂いている。

この機会があればこそ,自衛隊の活動や災害時にどの
ように対処すべきか指導して頂いております。

宮城県議会議員,特別会員として参加している。
公的な役職にいる立場として御参加させて頂いてい
る。（議員として特別会員になっているもので,公的な
立場で参加）
２の通り意見交換している。

し７ 佐藤光樹 200 調査研究費 3,333 塩釜商工会議所青年部 新年会会費 イa　ケ

市内商業団体に属する４５歳までの会員で構成されて
いる。一方,地域イベントや活動に積極的に参加してい
る団体であり,その活動は街づくりの活動,市政,県政活
動と連携している。

この団体とは,総会,新年会の２回の懇談があります。
この２回の懇談の機会にコミュニケーションする事によ
り多くの情報や活動内容,市内商業の状況について教
えて頂ける機会と考える。この内容から県議会での質
問や活動に活かしている。

イa,飲食をともないながら意見交換した。
宮城県議会議員,顧問として参加している。
あくまで正会員ではなく,あて職である。
公的な立場で参加させて頂いている。
主張については,見解の相違と考える。
前述のとおり,塩釜市内の商業活動の中心を担う方々
と意見交換させて頂いております。（商業の状況,各業
種の状況,主催イベントの状況等）
顧問は宮城県議会議員のあて職である。
主張については,見解の相違である。

す１ 長谷川洋一 201 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年宮城県隊友会
新年祝賀会会費

イa

社団法人宮城県隊友会は危機管理の専門家として防
災ボランティア組織を結成するなど自衛官退職者で構
成する県組織であり,下部組織として各市町村毎に支
部があり,災害時には自主的に各種の支援活動を行っ
ており,県政の一助を担っております。

この会合には,県,市町村隊友会員,現職自衛官,国会議
員,知事,各市町村長等約４００人が参加し,災害救助,
山林火災の対応などについて意見交換したものであ
り,会費の６，０００円の３分の２以内の４，０００円を調
査研究費として支出したものであります。

左記のとおりの参加者があり,多くの者と名札交換と危
機管理対応についての意見交換を実施したものであ
り,会費の一部は調査研究費に該当するものと考えま
す。

せ２ 池田憲彦 203 調査研究費 3,333
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ
国政の課題について研修する目的。この講演は３．１
１の復旧事業について国の考え方を聞いた。県の復
旧復興事業との関係も意見交換。

該当しないと考えます。この後援会に参加しなければ
元総理の考え方が聞けなかった。

役に立っており見解の相違と考えます。

せ３ 池田憲彦 204 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ
国政の課題について研修する目的。日本国を対極的
に見，考えることで県政への参考になると考えます。

該当しないと考えます。県議会議員として，質の向上
になっている。

役に立っており，見解の相違と考えます。

そ１ 佐々木征治 205 調査研究費 3,333 櫻下開花亭 お食事代（異業種懇談会） イa

市政や県政,国政の課題等,社会情勢,経済の動向につ
いて情報交換することを目的として活動している。
構成員は市議や県議,農協理事,自動車販売員,土木
業,建築業,商店主,保険業者など,県政についても知事
の発言や動向などについて話題が多い。

社会情勢を把握するための意見交換の場として絶好
の機会である。

県民の声を聞く機会としてとらえています。
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そ２ 佐々木征治 206 調査研究費 3,333
藤岡奈穂子選手新世界
チャンピオン祝賀会実行
委員会

藤岡奈穂子選手新世界
チャンピオン祝賀会参加
費

イa　コ

大崎市の宝大使としても活動している藤岡選手の凱
旋帰郷であり,県議の肩書での案内と理解している。
大崎市内の主な役職が一同に会し,県としても明るい
話題として,県政の発展につながるものとして期待し
た。

一個人としては参加しにくいと思われる。
スポーツで世界を極めた人材に県政発展に寄与する
期待感を持って参加した。

参加者はもとより,本人の県民に与える元気を期待し
ている。

そ３ 佐々木征治 207 調査研究費 5,000 祝賀会実行委員会 受章祝賀会参加費 エ コ

中央警察署長の叙勲祝賀会と記憶している，県民の
生活安寧のため功労のあった方であり，その功績と実
績を確認することは，今後の県政に役立つものと考え
出席した。出席者は当時の県警本部長を始め，県政
会経済人も多数出席されていた。

公人であった方の叙勲であり，公務実績も多岐に亘っ
ており，小生も県議会議員の肩書きを持って案内を頂
いており，個人的な懇談会ではないと考えられる。

見解の相違です

そ４ 佐々木征治 208 調査研究費 4,000
宮城県隊友会大崎支部支
部長

２３年度年末懇話会会費 イa

当団体は自衛隊を退官したＯＢや地域で有事の際の
ボランティア活動などをされている方々で構成されて
おり,地域の社会情勢や景気の動向などを熟知されて
いることから,県政への要望なども多く聞かれることが
多く,県議として交流を大切にすべきと考え参加してい
る。

地域の情報源として期待しており,意見交換の場として
重要な懇親であると考える。

見解の相違です。

そ５ 佐々木征治 209 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

県議会議員で構成しており,バイオマス（菌）の増殖に
より,汚物の処理が可能になることから,県が管理する
下水道処理場から排出される汚泥を堆肥化するなど
興味深いものがあり,私の地元にある処理場でも可能
なものか,議会の一般質問でもこの処理方法について
提言したことがあります。

当時の研究機関が同席し,福島県原ノ町市の死亡牛
の処理などについて説明を受け,その実績などを元に
議論しており問題はないと考える。

見解の相違である。

そ８ 佐々木征治 213 調査研究費 2,000
宮城の復興を考える集い
事務局

会議参加費
イaｂ
エ

３・１１東日本大震災は，内陸部でも橋梁や道路・水
路，建築物等にも甚大な被害をもたらしたことから，宮
黒管内及び大崎管内選出議員による被災状況把握と
今後の県政への対応について協議した。

該当しません。
広範にわたる政務調査活動の中でも，大震災の被害
状況の調査、共通認識を持つ為に開催した会合であ
ることから妥当であると考える。

見解の相違である。

そ９ 佐々木征治 214 調査研究費 2,666 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

県議会議員で構成しており,バイオマス（菌）の増殖に
より,汚物の処理が可能になることから,県が管理する
下水道処理場から排出される汚泥を堆肥化するなど
興味深いものがあり,私の地元にある処理場でも可能
なものか,議会の一般質問でもこの処理方法について
提言したことがあります。
また福島原発事故の放射性廃棄物［８，０００ベクレル
以下］について堆肥化の処理についても研修した。

該当しません。
２に記載の通り,意見交換を主とした会合であり適正に
充当している。

見解の相違である。

そ１０ 佐々木征治 215 調査研究費 3,333
故錦戸弦一先生を偲ぶ会
発起人会

故錦戸弦一先生を偲ぶ会
会費

イa　コ

元県議会副議長の功績を顕彰する集いで,県関係者
はもとより県内外から多くの参加者があったと記憶し
ている。これまで錦戸県議が取り組んできた福祉施策
などは参考となりました。

飲食を伴いながら関係者との意見交換を実施してい
るものであり,飲食を主目的とした会合ではないとして
充当されたものである。

見解の相違である。

た１ 安部孝 216 調査研究費 3,333 県庁松島会事務局長
平成２３年度県庁松島会
懇親会会費

イaｂ
エ

県庁職員及び県庁職員ＯＢ会であり，県政発展・住民
福祉向上等のための意見交換・研修・親睦等を目的と
しており，目的に沿った活動をしていると認識していま
す。

該当しません。
２．で述べたとおり，「政務活動費の手引」の第二条に
も合致するものであり，妥当と考えています。

２．３で述べたとおりであり，それに基づく領収書もあ
り，不当な理由には当てはまらないと考えています。

た２ 安部孝 217 調査研究費 2,000
宮城の復興を考える集い
事務局

会議参加費
イaｂ
エ

東日本大震災の復旧復興及び宮城県の復旧復興対
策を考える会であり，国会議員・地方議員等の関係者
が集まって県内震災状況，緊急かつ即効的な解決策
について意見交換等を行った会と認識しています。

該当しません。
２．で述べたとおり，「政務活動費の手引」の第二条に
も合致するものであり，妥当と考えています。

２．３で述べたとおりであり，それに基づく領収書もあ
り，不当な理由には当てはまらないと考えています。

た３ 安部孝 218 調査研究費 2,000 自由民主党松島支部
松島町２１世紀セミナー会
費

カ

自民党松島支部は，公的に認められた支部であり，
目的等については明らかになっています。セミナー
は，一般人も参加しており，東日本大震災関連等の話
でありました。

該当しません。
２．で述べたとおり，「政務活動費の手引」の第二条に
も合致するものであり，妥当と考えています。

２．３．で述べたとおりであり，特定の政党の目的では
なく県民一般の皆様の広聴・意見交換等であり，不当
な理由に当てはまらないと考えています。

た４ 安部孝 219 調査研究費 4,000
エネルギー・環境議員連
盟事務局長

山本拓衆議院議員との懇
談会会費

ア　イa
県議会会派内の議員全員でつくる議員連盟であり,特
にエネルギー・環境に関する政策等について研鑽し,
県政発展に寄与することを目的としております。

該当しません。
２．で述べたとおり,「政務活動費の手引」の第二条に
も合致するものであり,妥当と考えています。

２．３．で述べたとおりであり,国会議員による再生可能
エネルギー等の講演会後,国会議員との広聴・意見交
換等であり,かつ実費に相当する領収書もあり,不当な
理由に当てはまらないと考えています。

ち１ 皆川章太郎 220 調査研究費 3,333 会計 加美理容組合総会費 ケ
県議の立場から郡内の理容業経営者各位との意見交
換及び事業を通して地域社会更に県政の発展に貢献
しています。

理容業が抱える問題，大型店の安価提供問題等，意
見交換は大切であり，政務調査費を充当したことは妥
当であります。

地域選出の県会議員の立場で参加しており貴重な交
換会はとても有意義であり妥当です。
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ち２ 皆川章太郎 221 調査研究費 2,000 鹿島神社 東日本震災復興祈願祭 キ
参加者は４０名位で町内地域社会の方々であり大震
災に対応する意見交換の場でした。

左記のとおり地域課題主に大震災にかかる支援策等
の意見交換の場であり調査費は妥当であります。

左記のとおりであり見解の相違であります。

ち３ 皆川章太郎 222 調査研究費 3,333
みやぎ芸術振興懇話会事
務局

芸術文化交流会費 ア
県政における芸術文化事業の向上発展を目標として
いる会であり,県政の文化発展に貢献いたしています。
民間人も参加いたしており貴重な意見交換でした。

時間の設定上,飲食を伴う時間の為であり,左記のこと
から,政務調査費の充当は妥当であります。

前述のとおりの意見交換会であり,政務調査費を充当
することには妥当性があります。

ち４ 皆川章太郎 223 調査研究費 3,333 加美郡剣道連盟会長
平成２３年度総会懇親会
会費

イa　ク
剣道を通して青少年のスポーツ向上をより図る為の会
であり,県全体への貢献に寄与しております。

意見交換会は貴重であり,剣道の向上及び青少年育
成には欠くことができないことであり,県政の推進には,
大切なことであり,調査費の充当は妥当であります。

総会及び懇親会の費用は実質的なもので,妥当性が
あります。

ち５ 皆川章太郎 224 調査研究費 3,333 加美郡神社総代連合会
平成２３年度加美郡神社
総代連合会総会会費

キ

加美郡内の総代の代表者による連合総会に際し，地
域課題・大震災に係る県政の取り組み等，意見交換
をしました。支出した金額については，昼食時を挟ん
での会であり，参加者と共に会費を支払いました。

左記のとおり地域課題及び大震災にかかる支援等の
意見交換でもあり，調査費充当は妥当性があります。

総会開催時間設定＜１１：００＞もあり社会通念上妥
当の範囲内であります。

ち６ 皆川章太郎 225 調査研究費 3,333 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティ
ビアパーティチケット代

オab
コ

ＴＧ卒業生による交流・意見交換会への参加でありま
す。　東北学院の私学教育の役割・在り方の状況把握
等を踏まえ県政に反映させることを目的としておりま
す。私学の法人化等，学院運営に係る事業等，政務
調査費を充当することは妥当性があります。

東北学院に関した会であり，私学のかかえる問題の
意見交換は大切であり，政務調査費を充当したことに
は妥当性があります。

私学が抱える問題等に対応する為の調査であり政務
調査費を充当することには妥当性があります。

ち８ 皆川章太郎 227 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

数名の民間人と県議会の有志メンバーであり,バイオ
マス事業を研究する事により,諸課題の解決,例えば,
畜産・酪農家等における異臭の無害化等を図ることが
県政の推進に貢献することができます。

時間の設定上,飲食を伴う時間の為であり,左記のこと
から,政務調査費の充当は妥当性があります。

ア．研究会・意見交換会における経費として,社会通念
上妥当の範囲内と考えます。
イａ．実質的な意見交換であることから充当できるもの
です。

ち１０ 皆川章太郎 230 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

民間人及び県議会の有志メンバーであり,バイオマス
事業を研究する事により,諸課題の解決,例えば,農業・
農政,畜産酪農等における異臭の無害化等を図ること
が県政の推進に貢献することができます。

時間の設定上,飲食を伴う時間の為であり,左記のこと
から,政務調査費の充当妥当と考えます。

ア．研究会・意見交換会における経費として,社会通念
上妥当の範囲内と考えます。
イａ．実質的な意見交換であることから充当は妥当で
あります。

ち１３ 皆川章太郎 233 調査研究費 2,000
宮城の復興を考える集い
事務局

会議参加費
イaｂ
エ

宮城の復興を考える有志の集いであり，被災地への
ボランティア活動をしている方々で構成されています。
諸課題の把握と共に問題解決を図り県政の推進に貢
献しております。

前述のとおり地域課題，主に大震災にかかる支援策
等の意見交換の場であり，調査費充当は妥当であり
ます。

前述のことから，イabエ共に問題はないです。

ち１４ 皆川章太郎 234 調査研究費 4,666
宮城県議会ＯＢ会会計担
当

第２回宮城県議会ＯＢ会
会費

ア　イb
県議会有志及びＯＢで構成されています。
県政の課題・震災対応等それぞれの見地から意見交
換をし,県政の推進に貢献することです。

県内各地域が抱える諸課題の意見交換は大切であり
ます。特に大震災から復旧等々,政務調査費の充当は
妥当であります。

県内諸課題への対応する為の調査であり,政務調査
費を充当することは妥当であります。

ち１６ 皆川章太郎 236 調査研究費 2,666 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

構成員は県議会の中でバイオマスに関心のある議員
により構成されています。バイオマス事業を研究する
ことにより,農業・土壌改良等々県政の推進に貢献す
ることができます。

時間の設定上,飲食を伴う時間の為であり,左記のこと
から,政務調査費の充当は妥当であります。

ア．研究会・意見交換会における経費として,社会通念
上妥当の範囲内と考えます。
イａ．実質的な意見交換であることから充当できるとの
見解です。

ち１７ 皆川章太郎 237 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合仙台太白支部

新春祝賀パーティ会費
イa　ケ

コ

仙台市太白区内において美容業経営者により構成さ
れております。大手美容業者の安価進出問題及び県
民の公衆衛生向上における諸課題の意見交換により,
県政への反映・推進に寄与することができます。

前述のとおり,美容業が抱える問題に対する意見交換
は大事であり,県政に反映させる為,政務調査費の充
当は妥当であります。

県美容組合顧問の立場で出席をいたしました。
前述のとおり,県民生活及び県政との関わりが重要と
のことから,政務調査費の充当は妥当であります。

ち１８ 皆川章太郎 238 調査研究費 4,000 和光流佳穂会 新春のつどい会費 イa　エ
県北各地から民踊民舞の向上を目標としている指導
者の会であります。地域に根ざした芸術文化の発展を
通して県政の推進に貢献いたしております。

前述のとおり,芸術文化の向上を目指しているもので
あり,このことは県政の推進に寄与するもので,調査費
の充当は妥当であります。

表題は「つどい」ですが意見交換の場は大変重要であ
り,調査費の充当は妥当であります。
記載については,特に問題はないとの見解です。

ち１９ 皆川章太郎 239 調査研究費 3,333
宮城県柔道整復師連盟委
員長

会費 カ

県柔道整復師会　約３，０００名で構成されています。
代表者役員との意見交換会です。大震災対策及び県
との防災協定に関する諸課題等々を共有し，県政推
進に貢献しています。

時間の設定上飲食の伴う時間であること，更には内
容は前述のとおりであることから政務調査費の充当は
妥当であります。

柔道整復会という医療性を持つ団体との意見交換の
場であることから政務調査費の充当は妥当であるとの
見解です。

ち２１ 皆川章太郎 241 調査研究費 4,000
エネルギー・環境議員連
盟事務局長

山本拓衆議院議員との懇
談会会費

ア　イa

エネルギー問題に関心を持つ民間人有志及び議員を
中心に構成されています。大震災対策等,講師を迎え
研修,意見交換の場でありました。指定廃棄物処理問
題等諸課題の対応はじめ県政の推進に貢献しており
ます。

時間の設定上,飲食を伴う時間の為であり,左記の内容
等々から,政務調査費の充当は妥当であります。

ア．研究会・意見交換会における経費として,社会通念
上妥当であるとの見解です。
イａ．前述のとおり,妥当であるとの見解です。

ち２２ 皆川章太郎 242 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ

神道協議会の趣旨である日本人らしさ　宮城の発展
に貢献することに賛同者で構成されています。大震災
による復興への諸課題等々意見交換をし県政発展に
寄与することであります

民間人県民各位が参加し，時間の設定上飲食を伴う
時間帯であり，講演及び研修であることから，政務調
査費の充当は妥当であります。

前述のとおり実質的な意見交換もあることから妥当で
あるとの見解です。
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ち２３ 皆川章太郎 243 調査研究費 4,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費 ア　イa

東北学院出身者で構成されており,宮城の教育,私学
振興の為の諸課題の共通認識及びその対応施策を
検討することが県の推進,教育の向上に貢献いたしま
す。

東北学院,私学が抱える問題,大震災復旧対応等々意
見交換は重要でありましたので,調査費の充当は妥当
であります。

前述のことから,ア,イａについては,特に問題はなく政務
調査費の充当は妥当であるとの見解です。

つ２ 小野隆 246 調査研究費 3,333 仙台ＣＮＣヘア技術集団
平成２３年度仙台ＣＮＣヘ
ア技術集団忘年会会費

イa　ク

県理容組合の青年達が,ヘアー技術の研究組織として
活動しており,この日も①東北ヘアーコンクール参加に
ついて,会員との意見交換があった。
青年達が考える理容業界の将来について,意見交換
をし,理容組合と非組合店の営業時間や大型の理容
店との摩擦について要望を託された。

飲食の主目的には該当せず,意見交換が主であり,政
務調査としては,妥当性がある。

見解の相違である。

つ３ 小野隆 247 調査研究費 2,333 泉区社会福祉協議会会長 地区社協会長懇談会費 ケ

地域福祉の先頭に立って，高齢者の見回り活動や町
内会サロン活動をしている地区の社協会長が集まり，
下記の意見交換をした。①災害みなし住宅（借り上げ
鎮西住宅），②地域支えあいセンター，③ＮＰＯまちづ
くり対策フォーラムの活動について意見交換，情報の
収集を行った。

東日本大震災時，地域の「生の声」を聴くことができ，
素早く県政に反映させた。

見解の相違である。

つ４ 小野隆 248 調査研究費 5,000 泉区柔道協会事務局
平成２３年度泉区柔道協
会忘年会参加費

イa

柔道協会は,地域の子どもたちへ「スポーツ少年団柔
道教室」で,ボランティアで指導を行っている。
次の点で,意見聴取をしている。
①柔道練習場の確保と震災対応について
②Ｈ２４．４より中学校への武道導入について,外部講
師の派遣について

会費については,「政務調査費の手引」１０ページの会
費（参加費）の通り,按分して支出している。意見交換
が主である。

見解の相違である。

つ５ 小野隆 249 調査研究費 5,000
松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会事務局

松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会会費

イa　コ
私学振興について,補助金の増加,県私学振興審議会
の内容について,意見交換,情報の収集がありました。

意見交換会が主であり,「手引き」により按分して支出
している。

見解の相違であります。

つ６ 小野隆 250 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年宮城県隊友会
新年祝賀会会費

イa

県内の自衛隊のＯＢで組織している。当日は,①復興
支援ボランティア活動について,②自衛隊活動の後方
支援について,意見交換をしている。
新年祝賀会には,国会,県会,市会議員他,地域の各種
団体の代表者など,幅広い参加者があり,地域防災な
ど自衛隊と行政との関わりについて情報の収集をして
いる。

地域社会にとって,自衛隊は各種災害支援等で,貴重
な存在となっている。

見解の相違であります。

つ７ 小野隆 251 調査研究費 5,000
宮城県中華料理生活衛生
同業組合

平成２４年新年会並びに
受賞祝賀会会費

イa

県内の中華関係業者の集まりであり,当日は,①震災
に対する支援策について,②地産地消の食材活用に
ついてなど,意見交換をしている。
最近では,松島大観荘にて全国大会を開催するなど,
中華料理の技術向上や商業振興にも寄与している。

飲食の主目的には該当せず,意見交換が主であり,政
務調査費としては,妥当性がある。参加費も按分して
支出している。

見解の相違である。

つ８ 小野隆 252 調査研究費 5,000 仙台ＣＮＣヘア技術集団 交友会会費 イa　ケ
Ｈ２３．１２．５別添資料と同様である。この日は,①県
理容技術大会の開催について,②新ヘアースタイルの
研究について等を意見交換した。

意見交換が主であり,理容衛生の立場から県政とも密
接に関わっている。

見解の相違であります。

つ９ 小野隆 253 調査研究費 2,000 仙台市泉区体育協会会長 泉区体育協会新年会費 ケ

地域のスポーツ振興及び住民の健康保持のため，２
３競技団体と共に地域貢献をしている。当日も，①２月
４日体育施設災害対応研修会に開催について，②ね
んりんピック宮城・仙台大会の開催準備について
等々，意見交換をしている。

東日本大震災で，体育施設が大きく損壊し，練習確保
が緊急の課題となっており，被害情報の把握・収集に
役立ち，政務調査として妥当性はある。

見解の相違であります。

つ１０ 小野隆 254 研修費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ
日本政策研究センター代表の伊藤哲夫氏による「日
本を問い直す」講演を受け，各般にわたって議論・意
見交換をしている。県政発展のため広く役立つ。

飲食はありません。 見解の相違であります。

て３ 安藤俊威 269 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

議員有志の勉強会,好気性バクテリアによる有機物の
分解等,汚せん稲ワラの処分などを実証実験している
栗原市や実施法人の人達と意見交換するなど,県政に
有用なバイオテクノロジー技術を学ぶ為に機能してい
る考える。

議員有志のメンバーだけの会合では無く,必ず相手の
有る会なので飲食を伴う合理性（ＰＭ１８：００～２０：０
０）も有ると思う。
また,その様な場合２／３若しくは５，０００円を上限とし
充当するというルールに従っている。

単なる決めつけ,請求人の思い込みによるもの。
自民党県民会議のみを請求しており,悪意に依るこじ
つけ。

て４ 安藤俊威 270 調査研究費 2,333 西村明宏白石市後援会 懇親会会費 カ

現職国会議員の白石に有る後援組織。一般市民，団
体幹部等，懇談会には市長，国会議員本人が出席
し，県事業や国の補助事業など白石における各種事
業について意見交換する機会に使っている。

前記の通り
単なる決め付け。請求人の思い込み。自民党県民会
議だけ対象としており悪意に依るいやがらせ
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て５ 安藤俊威 271 調査研究費 666
佐久間よしろう後援会会
長

後援会懇談会費 カ

市議会議長の後援者の集まり，主として大平地区白
石市民，地区役員，懇談会には市長や，地区の自治
会長らも出席しており，地域の課題や，県・市の役割
分担等の意見交換を行う機会として活用

前記の通り
単なる決め付け。請求人の思い込み。自民党県民会
議だけをねらった悪意あるいやがらせ。

て６ 安藤俊威 272 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa №２６９と同じ №２６９と同じ №２６９と同じ

て７ 安藤俊威 273 調査研究費 2,000 自民党越河部会長 自民党部会総会会費 カ

越河地区の自民党員　自民党白石支部の地域部会
（白石市内で特に党員の多い地区である）　懇談会に
は，地区自治会長たちや，市長，代議士も参加する
為，地域課題や国・県・市の役割調整の機会として意
見交換に活用

仙台地裁の判決文の中で，会合の目的にかかわら
ず，結果としての政務活動（公聴や意見交換）を認め
られており妥当

単なる思い込み。自民党に対する悪意を感ずる。（他
の政党会派は請求しない）

て８ 安藤俊威 274 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年宮城県隊友会
新年祝賀会会費

イa

自衛隊ＯＢ,他賛同者,自衛隊支援と民間とのかけは
し。
災害対策や災害支援などさまざまな形で県政とかか
わる。

現職自衛官幹部との意見交換は防災や危機管理上
必要。

左よくのいやがらせ。何故自民党や自衛隊関係にば
かりこだわる。
請求人は,片よった思想を持って,いいがかりを付けて
いる。

て９ 安藤俊威 275 調査研究費 1,666
自由民主党白石支部支部
長

新年顔合わせ会会費 カ
政党の支部。
他は№２７３と同じ。

№２７０と同じ 請求人は反自民党だと解る

て１０ 安藤俊威 276 調査研究費 3,333 県庁白高会 県庁白高会総会費
イb　エ

ク

白石高校，白石女子高校の卒業生の中で県庁につと
めている職員の懇談組織同窓の首長や議員との懇談
会を年１回開く

市長や町長が出席し，県政の地域課題について意見
交換する場，私は白高卒ではないが，呼んでいただけ
るので意見交換のいい機会としてできるだけ出席して
いる

いいがかり　ただの同窓会でないし，私は同窓生です
らない，悪意のいやがらせではないか

て１１ 安藤俊威 277 調査研究費 2,000 風間康静後援会会長
風間康静後援会総会並び
に新春の集い会費

カ №２７０　２７１と同じ。 №２７０　２７１と同じ。 他と全て同じ

と２ 中村功 279 調査研究費 4,666
宮城県議会ＯＢ会会計担
当

第２回宮城県議会ＯＢ会
会費

ア　イb
県議ＯＢと現職議員・県執行部との県政課題について
意見交換。

該当しません。 見解の相違である。

と３ 中村功 280 調査研究費 3,333
鹿島台，南郷，松山電友
会会長

平成２４年度電友会新年
会費

イa
震災復旧状況と安定供給について意見交換と聴取及
び要望。

該当しません。 見解の相違である。

と４ 中村功 281 調査研究費 3,333
建国記念の日を祝う宮城
県民大会実行委員会

新年会会費 イab
国民の祝日について県民に認識を深めるために講演
等の活動を行う。

該当しません。 見解の相違である。

と５ 中村功 282 調査研究費 3,333 民謡香湧会会長 民謡香湧会新年祝賀会費 イa
地方の伝統文化と芸能を継承するために種々の活動
を行なう。

該当しません。 見解の相違である。

と６ 中村功 283 調査研究費 3,333 一九会会長
自民党・県民会議　一九
会議員との懇談会会費

ア
円滑な議会・会派を進めるための意見交換
県執行部に対して政策提案

該当しません。 見解の相違である。

な１ 渥美巖 284 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ

くまがい大の後援会長名の会合であるが，本県選出
の参議院議員と県議会議員の意見交換会であり，くま
がい参議院議員の活動に対する要望や東日本大震
災復旧・復興等の県政課題解決のための意見交換・
懇談の場　くまがい大参議院議員・同後援会長と，会
派所属の県議会議員が参集。

くまがい大後援会主催の会合であるが，本県選出の
参議院議員との会合の場であり，東日本大震災の復
旧・復興が進んでいない被災地東松島市等沿岸部の
状況をくまがい議員に述べ，国の第三次補正予算へ
の反映を要望しており，実質的な意見交換の場であ
る。

レオパレス仙台（仙台市内）の会合であり，国会議員と
県議会議員の実質的な意見交換（東日本大震災復
旧・復興予算等）が中心であり，３，３３３円の支出は
適正と考えている。

な２ 渥美巖 285 調査研究費 3,333 宮城県国防研究会会長 意見懇談会費 イab

岩手県雫石上空での全日空機と松島基地所属の自
衛隊機が衝突する事故を機に，民間人が中心となり
宮城県国防研究会が設立され，日本の防衛力等につ
いて勉強，研究を行っている。
東松島市に航空自衛隊松島基地が所在し，日夜国防
の為の任務遂行し，訓練を行っており，騒音，土地利
用等，県民生活に大きな影響を与えている。

宮城県国防研究会が主催し，航空自衛隊松島基地指
令等から，被災した松島基地の復興状況，危機管理
等の説明を受け，航空機の帰還見通しや松島基地周
辺自治体との防災に対する考え方等，防災・危機管
理に対する実質的な意見交換を行っている。

航空自衛隊松島基地が所在する東松島市選出の県
議として，宮城県国防研究会員及び松島基地主要幹
部から，国防について様々な意見を聴取しての実質
的な意見交換の場であり，３，３３３円の支出は適正と
考えている。
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な３ 渥美巖 286 調査研究費 2,000
大塩コミュニティ協議会会
長　大塩地区センター連
絡協議会会長

平成２３年度大塩コミュニ
ティ協議会，大塩地区セン
ター連合同忘年会会費

イa

大塩コミュニティ協議会は,合併前の矢本町で一番最
初に指定されておりますし,地区民全体が加入してい
る。
大塩地区センター連絡協議会は,６つの地区センター
のまとめ役の組織である。
両者は大塩地区の行事を主体的に行っており,平成２
３年度は大震災で被災した沿岸部住民の避難所も両
者で運営した状況等を聴取。

大塩地区コミュニティ協議会及び大塩地区センター連
絡協議会,両者の年間の活動状況を聴取すると共に,
平成２３年度は東日本大震災で被災した方々を受け
入れた避難所を運営しており,それらの状況等につい
ても実質的な意見交換を行っている。

公的性格を有する大塩地区コミュニティ協議会及び大
塩地区センター連絡協議会の一年間の行事や活動状
況報告と,大震災避難所運営の状況を聴取しての実質
的な意見交換の場であり,２，０００円の支出は適正と
考えている。

な５ 渥美巖 288 調査研究費 3,333 東松島市商工会会長
平成２４年賀詞交歓会参
加負担金

イa

東松島市の商工会が主催し,東松島市の産・学・官の
各界関係者が一堂に会し,新しい年の展望や震災復
興について語り合う,相互交流の場であり,県政への要
望聴取・意見交換の場である。

東松島市の産・学・官の関係者が一堂に会し,新しい
年の展望や震災復興について語り合っており,「地域
振興調査」として地域の課題等聴取して,意見交換を
行っている。

市内のプレセティア内康で開催されており,東松島市の
産・学・官の各界関係者が一堂に会し,新しい年の展
望や震災復興加速について語り合う（自分は県議とし
て県の震災復興を中心に挨拶）実質的な意見交換の
場であり,３，３３３円の支出は適正と考えている。

な６ 渥美巖 288 調査研究費 3,333 南区区長会会長
２３年度南区区長会忘年
会会費

イa

東松島市赤井南区区長会は,赤井南区の１０人の全
区長で組織され,南区地区の地域振興策について,市
議会議員や市執行部を招いて勉強会の他,南区地域
の行事等について協力して進めている。
県管理の定川の震災復興等について説明すると共に,
地域行政聴取。

県管理の定川の震災復興・復旧事業の説明と意見交
換及び地域行政の聴取であり,実質的な意見交換を
行っている。

公的性格を有する赤井南区区長会（１０人全員で組
織）主催で県管理の定川復旧・復興の説明と意見交
換及び地域行政の聴取であり,実質的な意見交換の
場であり,３，３３３円の支出は適正と考えている。

な７ 渥美巖 289 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年宮城県隊友会
新年祝賀会会費

イa

社団法人隊友会,宮城県隊友会は自衛隊出身者で組
織されており,国民と自衛隊の架け橋役を担っている。
東松島市には,航空自衛隊松島基地が所在し,隊友会
員も多く,東日本大震災当時は被災地支援で活動して
いる。

東日本大震災当時,隊友会の被災地支援の活動状況
の聴取で実質的な意見交換の場であり,飲食を目的と
した会合でない。

公的性格を有する社団法人隊友会,宮城県隊友会は
東日本大震災当時も宮城県との防災協定の下,被災
地支援を実施しており,当時の活動状況等の聴取であ
り,実質的な意見交換の場であり,４，０００円は,メルパ
ルク仙台会場としては適正と考えている。

な８ 渥美巖 290 調査研究費 2,000 矢本婦人会会計
矢本婦人会新年懇親会会
費

イa

矢本婦人会は,東松島市が支援している女性団体であ
り,女性の社会進出,社会参加の先導役を担っている。
地域行政の活動状況・社会参加,震災復旧と婦人会活
動を実施している。

矢本婦人会の新年の活動展望や活動状況（女性の社
会進出・参加）の聴取で,実質的な意見交換の場であ
る。又,震災復旧と婦人会活動も調査し,飲食を目的と
した会合ではない。

東松島市が支援する公的性格を有する女性団体の活
動状況,地域行政の聴取であり,実質的な意見交換の
場であり２，０００円の支出は適正と考えている。

な９ 渥美巖 290 調査研究費 2,000 松島基地ＯＢ会会長 新年賀詞交歓会代 イab

松島基地OB会は，航空自衛隊松島基地OBで組織さ
れており，松島基地と市民の架け橋の役割を担ってい
る。
航空自衛隊松島基地は東松島基地に所在し国防の
任務を担うが，騒音，土地利用規制等市民生活にも
大きく影響を与えている。

新年賀詞交歓会は，松島基地ＯＢ会長と航空自衛隊
松島基地司令の共催で開催されており，被災した松
島基地の復興状況，航空機の帰還見通し等聴取して
おり，実質的意見交換の場である。

航空自衛隊松島基地が所在する東松島市選出の県
議として，松島基地の復興状況は大きな関心的であ
り，多くの参加者から様々な意見を聴取すること，実
質的な意見交換の場であり，２，０００円の支出は適
正と考えている。

な１０ 渥美巖 291 調査研究費 3,333
東松島市矢本建設職組合
組合長

２３年度東松島市矢本建
設職組合新年会費

イa

東松島市矢本建設職組合は,建設国保に加入してい
る大工さん等で組織されている。
県建設職組合連合会から県議会に対し,災害応急仮
設住宅等の要望が出ている。

災害応急仮設住宅建設要望を県に出している県建設
職連合会の傘下にある東松島市矢本建設職組合の
新年会で「災害応急仮設住宅」,「住宅リホーム補助」
及び「災害公営住宅建設」について,実質的な意見交
換を行っている。

東松島市矢本建設職組合としても,震災復興に貢献し
たく災害公営住宅や災害応急仮設住宅建設について,
実質的な意見交換の場となっており,３，３３３円は適
正な支出と考えている。

な１１ 渥美巖 292 研修費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ
神道政治連盟は，県議及び市町村議員で構成されて
おり，国政，県政課題や市町村課題等解決に向けて，
各種研修会，意見交換会等の開催をしている。

講演会を聴取した後の講師を交えての懇親会参加会
費である。

会場は江陽グランドホテル（仙台市内）　講演会「演
題，国家なき日本」「講師，日本政策研究センター代
表伊藤哲夫氏」を聴取したあとの，講師を交えての懇
親会会費であり３，３３３円の支出は適正と考えている

に１ 千葉達 293 調査研究費 3,333
南材地区町内会連合会会
長

平成２４年度南材地区新
年会

イa
若林区南材地区町内連合会内の活動報告会並びに
陳情・要望の聴取。

主たる目的は連合町内会の要望聴取,意見交換となっ
ているので,政務活動費を充当することは妥当と考え
ている。

左記の通りの目的であり,支出に於いても「手引」の定
めにより適正と考える。

に２ 千葉達 294 調査研究費 4,000
宮城県理容生活衛生同業
組合仙台若林支部

若林支部新年会会費 イa
環境衛生にかかる当該団体の主要事業の啓もう活動
に関係する理容業者で構成される。

主たる目的が団体からの要望聴取・意見交換であり,
政務活動を充当する事は妥当と考えている。

左記の通りの目的であり,支出においても手引の定め
により適正と考えている。

に３ 千葉達 295 調査研究費 4,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費 ア　イa

私学振興を目的とし,私学関係者との研修,意見交換会
等主たる活動となっている。
構成員は県民並びに行政関係者で構成されておりま
す。

主たる目的が関係団体からの意見聴取,交換となって
いるので,政務活動費を充当するのは妥当と考える。

左記の目的であり,支出においても手引の定めにより
適正と考えている。

ぬ２ 仁田和廣 330 調査研究費 1,333 ● 会費 エ
市政報告会であり県政との関わりがあり出席する。交
番の件について積極的に活動しており状況確認のた
め参加しております。

市議会議員を通じ，地域の方々とより深まった議論を
するため，政務調査費の充当は妥当性があると考え
ます。

左記の記載の通りであり主張は正しいと考えます。
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ぬ３ 仁田和廣 331 調査研究費 3,333
多賀城市建設職組合組合
長

懇親会会費 イa
業界の現状を調査し,問題点を探る。
又,常任員会での質問等でも業界の問題点を質問でき
る。

左記のとおりであり建設職の若手の方々との会話を
通じ,問題点の掘り起こしをはかり解決するため政務
調査費の充当は妥当性があると考えます。

左記の記載の通りであり,主張は正しいと考えます。

ぬ４ 仁田和廣 332 調査研究費 4,000 多賀城市区長会会長
平成２４年多賀城市区長
会新年会会費

イa 区長各氏は,住民との大事な接点であり情報を得る。
地域と密着して活動している区長さん方と意見交換し
実情をつかみ,問題点を探り,解決するために妥当と考
えます。

左記の記載の通りであり,主張は正しいと考えます。

ぬ５ 仁田和廣 333 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ
県議及び市町村議員から構成しており国政県政の課
題や市町村との意見交換会等の開催をしています。

主たる目的が後援会と意見交換会になっているので
政務活動費を充当するのは妥当と考えている

実費は領収書の通りであり支出においても範囲内で
充当し，請求人の主張は当たらないものと考えます。

ぬ６ 仁田和廣 334 調査研究費 4,666 多賀城地区防衛協会会長
「國友連隊長を送る夕べ」
会費

コ
地区防衛協会に地元と自衛隊の協力の会であり防災
の考え方を拡充し今後の災害への対応も考えると県
政の大きな課題と考えます。

左記のとおり政務調査費を充当するのは妥当と考え
ます。

左記記載のとおり妥当と思います。

ね１ 藤倉知格 335 調査研究費 2,000
宮城の復興を考える集い
事務局

会議参加費
イaｂ
エ

目的は大震災からの復旧復興の推進と加速化であ
る。
活動内容は当該目的達成のため県政と国政との連
携，情報交換である。
主な構成員は国会議員と県会議員。
県政との関わりは大震災からの復旧復興と国政との
連携は県政に直結する最重要テーマである。

復旧復興の加速化を目的とする県政と国政に関わる
最重要事項を連携して実施するための意見，情報交
換は政務調査費の充当に妥当性があり，基本的に飲
食を主目的とした会合ではない。しかし時間帯の都合
上，軽い飲食を伴ったことから按分率を2/3とした理由
である。

実質，実態として大震災からの復旧復興の着実な推
進と，加速化を目的とした会合であり，その目的に
添った，宮城の復興を考える集い事務局からの提示
に従い3000円を支出した理由である。しかし軽い飲食
を伴ったことから2/3の按分率とした理由である。

の４ 相沢光哉 338 調査研究費 5,000 宮城県護国神社社務所 玉串料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

玉串料の名称になっているが，春季例祭の会費的性
格を有し，直会において出席者（１００名以上）と国政
県政に関する意見交換の貴重な機会となっている。

宗教祭祀（祈祷・奉納等）だけであれば充当すべきで
ないが、に記載の通りの内容を有し，按分計上である
ことから妥当なものである。

宗教団体は協義宣布・儀式執行などの特定の宗教活
動を行うが，当該団体はわが国の歴史・伝統・文化に
根ざした活動母体の一つであり，多数の参会者との意
見交換は国政県政上の政務調査に十分該当し，妥当
なものである。また，政教分離は宗教の政治への過
大な関与を禁ずるもので，宗教団体の政治活動その
ものは世界のほぼ全ての国家が認めている。

の８ 相沢光哉 340 調査研究費 1,333 仙台オペラ協会
平成２３年度懇親パーティ
会費

ケ 336参照
該当しない。約６０名の参加者と，オペラを中心とした
文化活動に関し意見交換を行うことは十分妥当性が
あり，按分計上でも有る。

団体の理事として出席。主張区分：ケの対象としてい
る意味が不明。多様な意見交換の場は政務調査活動
に十分かなっている。

の９ 相沢光哉 341 調査研究費 5,000 亀岡八幡宮代表役員 玉串料，直会料 キ
（支出金額の内容等について説明願います。）

領収書添付票341に記載の通り。
338に記載の通り。 338に記載の通り。

の１０ 相沢光哉 341 調査研究費 5,000 松尾神社 例祭玉串料 キ
（支出金額の内容等について説明願います。）

領収書添付票341に記載の通り。
338に記載の通り。 338に記載の通り。

の１１ 相沢光哉 342 調査研究費 5,000
クリスロード商店街振興組
合理事長

会費 ケ

団体は仙台市中心部に位置する商店街振興組合で，
年１回の総会後の懇親会に仙台市担当局代表らと共
に招かれている。商況や消費動向等貴重な情報収集
の場である。

該当しない。意見交換の内容が十分県政に関連あ
り、費用の按分計上により妥当性十分。

主張区分：ケを主張しているが，的はずれと思う。出席
の立場は団体顧問として（念の為，顧問料等は一切な
し。）

の１３ 相沢光哉 344 調査研究費 5,000 仙台駅前商栄会会長
平成２３年度総会懇親会
費

イa　ケ 342に記載の通り（同等の内容） 342に記載の通り。
主張区分：イａ,ケを主張しているが,意見交換等による
政務調査活動として極めて妥当。
出席の立場は団体顧問として。

の１４ 相沢光哉 345 調査研究費 5,000 大和教団本庁 玉串料 キ
（支出金額の内容等について説明願います。）

領収書添付票338に記載の通り。
338に記載の通り。 338に記載の通り。

の１６ 相沢光哉 347 調査研究費 3,333
おおまち商店街振興組合
理事長

通常総会懇親会会費 ケ 342に記載の通り（同等の内容） 342に記載の通り. 342に記載の通り.

の１７ 相沢光哉 348 調査研究費 5,000 青葉神社社務所 初穂料 キ
（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り。初穂料は玉串料と同様。
338に記載の通り。 338に記載の通り。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

の１８ 相沢光哉 349 調査研究費 2,000
本町商店街振興組合理事
長

本町商店街振興組合総会
懇親会会費

ケ 342に記載の通り（同等の内容） 342に記載の通り. 342に記載の通り.

の２０ 相沢光哉 351 調査研究費 3,333
みやぎ芸術振興懇話会事
務局

芸術文化交流会費 ア
東日本大震災後,長期閉館が続いている東京エレクト
ロンホール宮城の抜本的なリニューアル化について,
芸術振興プロポーザル関係者との意見交換会。

該当しない。
２に記載の活動内容で,かつ,按分計上により妥当性は
十分確保されている。

主張区分：アにより不当と主張しているが,会合の目
的,内容,県政との関わり,費用按分計上等から正当な
ものである。

の２２ 相沢光哉 353 調査研究費 3,333 仙台市食品衛生協会
平成２３年度通常総会会
費

ケ
食の安心安全に寄与する団体として公益社団法人
（現在）の事業活動を行っている。

該当しない。食品衛生行政に関わる情報収集に寄与
大。

請求人の主張（主張区分：ケ）は団体の実体と目的・
活動内容から見て論外のものと思う。参加立場は団
体顧問（念の為，顧問料等は一切なし）

の２４ 相沢光哉 355 調査研究費 3,333
日本李登輝友の会宮城県
支部

許世楷先生を囲む夕食会
会費

ケ

日本李登輝友の会宮城県支部は，大震災後多大の
支援をいただいた台湾との窓口の一つとして，各種事
業の展開をサポート，台北駐日経済文化代表処元代
表許世偕氏の来県に合わせ夕食会を開催した。

該当しない。賓客を招いての会合趣旨・費用の按分計
上などから妥当性が高い。

請求人主張は的外れである。

の２５ 相沢光哉 356 調査研究費 5,000 宮城県麻雀段位審査会 大会懇親会 ケ

団体は宮城県麻雀業組合連合会と同一で，年に６～
８回県民市民を対象とした大会を運営している。毎年
各地で開かれるねんりんピック参加競技の一つでもあ
り，高齢者や女性らを中心とした健康麻雀の推進団
体。政務調査実績報告書（Ｈ23.6.19）参照。

競技に参加する費用ではなく，団体関係者（１０～２０
名）との懇親会費用。前記の団体活動の趣旨を生か
す意見交換の場であり，按分計上により妥当性が高
い。

請求人の主張はあたらない。なお，参加の立場は組
合顧問（県議・仙台市議各１名）

の２６ 相沢光哉 356 調査研究費 3,333 肴町肴親会会長 肴親会総会費 ケ

団体は青葉区大町地区の町内会の一つで住民意識
の聴取や県政国政への要望・意見をうかがう対象とし
て適している。総会後の懇親会に顧問として出席。政
務調査実績報告書（Ｈ23.6.19）参照。

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保されている。

主張は見当違いと思う。

の２７ 相沢光哉 357 調査研究費 5,000 東北割烹研究会 定期総会懇親会費 ケ
政務調査実績報告書（Ｈ23.6.19）参照。団体は調理師
団体の一つで，主に和食（日本料理）調理師によって
構成されている。

該当しない。政務調査費を充当するに足る会合の目
的・内容があり，かつ按分計上により妥当性が確保さ
れている。

主張はあたらない。出席の立場は団体顧問。

の２８ 相沢光哉 358 調査研究費 5,000
宮城県クリーニング生活
衛生同業組合

２３年度懇親会会費 イa　ケ
県内１３業種の生活衛生同業組合の１つ。
政務調査実績報告書（Ｈ２３．６．２６）参照

該当しない。
357に記載の通り（同等の内容）

357に記載の通り（同等の内容）
出席の立場は団体顧問。

の２９ 相沢光哉 359 調査研究費 3,333 東北学院仙台同窓会会長
第３２回ＴＧ交流チャリティ
ビアパーティチケット代

オab
コ

東北学院同窓会（例えば県庁ＴＧ会，県議ＴＧ会など）
の一つで仙台地区を基盤としている。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

請求人は主張区分：オａｂコと主張しているが，チャリ
ティー・寄付ではなく会合費用であることは明らか。多
数の参会者と国政県政等の意見交換の場であり，請
求人の主張は誤り。

の３０ 相沢光哉 359 調査研究費 5,000
宮城県麺類飲食業生活衛
生同業組合

第５３回定期総会会費 イa　ケ 357に記載の通り（同等の内容） 357に記載の通り（同等の内容） 357に記載の通り（同等の内容）

の３１ 相沢光哉 360 調査研究費 4,000 立町小学校ＰＴＡ
立町小学校ＰＴＡ「歓送迎
会」参加費

コ
ＰＴＡ，学区内社協，町内会，日赤奉仕団等の人々が
参加する会合であり，初等教育や子ども達の諸課題
について意見交換が行われ，県政との関わりが多い。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

主張区分：コとする請求人の主張は見当違いで誤りで
ある。

の３２ 相沢光哉 361 調査研究費 3,333 本町新光町内会会長 会費 イa　ケ 356に記載の通り。（同等の内容） 356に記載の通り。（同等の内容） 356に記載の通り。（同等の内容）

の３３ 相沢光哉 361 調査研究費 2,666 宮城県日台親善協会 参加費 ケ 352に記載の通り。 352に記載の通り。
352に記載の通り。
団体での役職は会長職。
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の３４ 相沢光哉 362 調査研究費 666 鈴木しげお連合後援会 くさやの会会費 カ
仙台市議会議員主催の会合であるが，約１００名の参
会者との意見交換の実態があり，県政に対する質問，
要望が多かった。

該当しない。
会合の内容，按分計上から妥当性は十分確保されて
いる。

主張区分：カは，いわゆる税金で賄われているのだか
ら政党活動（本件は市議による議員活動）に支出すべ
きでないとの意味合いと思うが，政治は生きた社会の
多様な国民市民の意見や請願権の上に成り立ってい
るのであり，一党独裁国家ならいざ知らず，自由主
義・民主主義のわが国にあっては，議員の調査活動
の分野対象を制限するのではなく，その実体の可否を
見極めながら，調査の自由度を担保しなければならな
いと思う。６６６円の支出に対し，このような主張をする
こと自体，また監査事務局が何らのチェックを加えず
（判断なく）書類の提出を求めることに議選監査委員
経験者として，疑問を感じる。

の３５ 相沢光哉 363 調査研究費 5,000
名掛丁商店街振興組合理
事長

総会会費 イa　ケ 342に記載の通り（同等の内容） 342に記載の通り（同等の内容） 342に記載の通り（同等の内容）

の３６ 相沢光哉 364 調査研究費 5,000 愛宕神社社務所 初穂料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

初穂料とあるが直会を含めた会費相当の性格を有し
ている。338に記載を参考にされたい。なお，政務調査
実績報告書（Ｈ23.7.24）参照

338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の３７ 相沢光哉 365 調査研究費 5,000
公平有史氏受章祝賀会実
行委員会委員長

受章祝賀会参加費 コ 政務調査実績報告書（Ｈ23.7.30）参照。
該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保されている。

請求人の主張（主張区分：コ）は会合の内容よりも冠
婚葬祭や慶弔行事という形式で判断しており，内容・
実体は政務調査費対象とすることが不適切・不当では
ない。

の３８ 相沢光哉 366 調査研究費 5,000 青葉城本丸講講長 会費 コ
青葉城本丸講は毎年夏祭りを主催しており，約４００
名の参加者がある。大震災後の復旧復興等に関する
意見交換の場でもあり，また，来賓として挨拶も行う。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

365に記載と同じ（同等の内容）

の３９ 相沢光哉 367 調査研究費 5,000 立町地区町内会連合会 総会懇親会費 イa　ケ
356に記載と同じ（同等の内容）
青葉区立町地区町内会連合会の会合には社会福祉
団体や小学校ＰＴＡ関係者等も出席する。

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保されている。

（主張区分：イａ,ケ）によって不当とする請求人の主張
は,会合の内容等の把握に全く配慮していない。政務
調査は学術調査ではなく,多様な人々の意見を聴き,質
問や回答することによって成り立つことを理解された
い。

の４０ 相沢光哉 368 調査研究費 5,000 仙台曹司会 例会費 イb　ク
仙台曹司会は昭和６３年に発足した若手経営者の集
まりで，多種多様な職業人（次男以下であることが資
格要件）で成り立っている。会員数約４０名。

該当しない。会合の内容及び按分により妥当性は確
保されている。

約３０年に及ぶ団体としての活動が継続しており，主
張区分：ｲｂクの対象には当たらない。

の４１ 相沢光哉 369 調査研究費 3,333 宮城県日台親善協会 懇談会会費 ケ 361，352に記載の通り。 361，352に記載の通り。 361，352に記載の通り。

の４２ 相沢光哉 370 調査研究費 5,000 大崎八幡宮 玉串料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の４３ 相沢光哉 371 調査研究費 5,000 宮城県護国神社社務所 玉串料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の４４ 相沢光哉 372 調査研究費 5,000 大崎八幡宮
平成２３年例大祭献饌式
玉串料

キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の４５ 相沢光哉 373 調査研究費 5,000 東北割烹研究会
復興支援キックオフパー
ティ会費

イa　ケ
コ 357に記載の通り

357に記載の通り（同等の内容）
357に記載の通り（同等の内容）
（主張区分：イａ,コ）は復興支援という名称がついたた
めと思うが,内容は夏季パーティ。
政務調査実績報告書（Ｈ23.9.11）参照。
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の４６ 相沢光哉 374 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa

当該団体は微生物の発酵作用による汚泥や有機物
処理に関しての特許案件を基に,農地改良や環境改
善をはかる研究団体で,県議約１０名が参加している。
大震災後の指定廃棄物処理についても堆肥化などの
手法等を調査研究している。

該当しない。
会合の内容及び按分計上から妥当性は確保されてい
る。

請求人の主張は,的外れである。

の４７ 相沢光哉 375 調査研究費 5,000
三栄会代表世話人仙台駅
前商店街振興組合理事長

平成２３年三栄会観月会
会費

コ
仙台市中心部商店街７振興組合及び仙台市関係者で
構成され，年２回懇親会に招かれている。仙台市の商
況や経済動向を知る会合。

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保されている。

請求人の主張は的外れで，実体について不認識とい
わざるを得ない

の４９ 相沢光哉 377 調査研究費 3,333 くまがい大後援会会長
熊谷大と県議会議員の会
会費

カ
参議院議員との国政・県政上の諸課題に関する意見
交換の場であり，会費の按分計上は許容される範囲
と判断した。

いわゆる後援会活動は，政治家の後援会活動に資す
るものであるから政務調査費の充当はできないが，本
件は国会議員と県議の意見交換の場であり，按分計
上分の充当はできると判断した。

３に記載の通りの考えを持つが，請求人の主張は意
見の分かれる処と思う

の５０ 相沢光哉 378 調査研究費 5,000 青葉神社社務所 玉串料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の５１ 相沢光哉 379 調査研究費 2,666
東北学院中・高校同窓生
親睦ゴルフコンペ世話人
代表

東北学院中・高校同窓生
親睦ゴルフコンペ懇親会
費

コ

ゴルフコンペ競技には参加しなかったが，仙台市内祥
発順で開催された懇親会に出席した。大震災後の復
旧復興等に関しての意見交換があった。出席者約２０
名

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保されている。

請求人はリクリエーションの会合と判断したものと思う
が，会合の内容から政務調査費の対象（按分あり）と
なりうると判断

の５２ 相沢光哉 380 調査研究費 3,333 東北方面後方支援隊 祝賀会食
イaｂ
エ

陸上自衛隊東北方面後方支援隊創隊祝賀会に出席
（協力会会員として）自衛隊は東日本大震災発災時以
降県内外において多大の貢献があり，救助活動等に
関して意見交換や説明を受けた。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
を確保。

請求人の主張は何を意図しているのか理解ができな
い。

の５３ 相沢光哉 381 調査研究費 5,000 桜岡大神宮 例祭初穂料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の５４ 相沢光哉 382 調査研究費 5,000 宮城県護国神社社務所 玉串料 キ

（支出金額の内容等について説明願います。）

338に記載の通り（同等の内容）
338に記載の通り（同等の内容） 338に記載の通り（同等の内容）

の５５ 相沢光哉 383 調査研究費 4,000 仙台曹司会 例会費 イb　ク 368に記載の通り（同等の内容）
368に記載の通り（同等の内容） 368に記載の通り（同等の内容）

の５６ 相沢光哉 384 調査研究費 2,000 養賢義塾 国策セミナー － －
添付資料の通り，右側に「国策セミナー領収証」とあ
り，何故「領収書でない」と主張されるのか分かりませ
ん。

の５７ 相沢光哉 385 調査研究費 5,000 日本民謡声水会会主
平成２３年度発表会兼懇
親会会費

イa　ケ
日本民謡愛好者でつくる団体で,会員数約８０名。
日本の歴史・伝統・文化の一端を担っている日本民謡
振興は大衆芸能伝承のために大切である。

該当しない。
会合の内容と按分計上によって妥当性は確保されて
いる。

請求人の主張は民族文化芸能に対しての関心が薄く,
活動内容に対する洞察力も想像力も欠如していると
思う。

の５８ 相沢光哉 386 調査研究費 5,000
後藤登氏叙勲受章祝賀会
費

後藤登氏旭日双光章受章
祝賀会費

エ　コ
叙勲受賞を受けた方に対する祝賀会開催で，多数の
出席者（約２５０名）間での意見交換に国・県政に対す
る要望や期待を感じることができる。

該当しない。会合の内容及び按分計上に妥当性の確
保あり。

会合中味への想像力に欠け，形式的に主張している
だけ。

の６０ 相沢光哉 388 調査研究費 5,000 宮城県護国神社社務所 玉串料 キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）

の６１ 相沢光哉 389 調査研究費 4,000 仙台五城ライオンズクラブ
チャリティ食味会チケット
代

オa
仙台五城ライオンズクラブは在仙ライオンズクラブの
中でも活発な活動で知られ，食味会という懇親会も開
催行事の一つ。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

チャリティーという名称からの主張と思うが，あくまで
会合費であり，多様な意見交換の場から政務調査費
の計上は妥当

の６２ 相沢光哉 390 調査研究費 3,333 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa ３７４に記載と同じ（同等の内容） ３７４に記載と同じ（同等の内容） ３７４に記載と同じ（同等の内容）



- 24 -

請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

の６３ 相沢光哉 391 調査研究費 4,000 仙台曹司会 例会費 イb　ク ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容）

の６４ 相沢光哉 392 調査研究費 5,000
宮城県宅地建物取引業協
会

宮城県宅地建物取引業協
会主催会合参加費

イa

公益社団法人である本団体は,県内の不動産業界（宅
地建物業）の諸課題に取組む一方,県認可の公益法
人として県民福祉の向上や県土の発展に寄与する使
命を有している。

該当しない。
会合の内容及び按分計上により妥当性は十分確保さ
れている。

協会顧問の立場から言っても,協会の公益性・公共性
は高く,県土地不動産行政を補完して余りあり,イａの対
象と考える主張は全く的を外れている。

の６５ 相沢光哉 393 調査研究費 4,000
宮城県鍼灸マッサージ師
会

２３年度受賞者祝賀会及
び出版パーティ

イa　ケ
県内の鍼灸マッサージ師によって構成されている団体
で,国家資格を有し,盲人就労事業としても重要な分野
を担い,県視覚障害者支援学校との深い関連もある。

該当しない。
会合の内容,按分計上から妥当性は顕著である。

請求人の主張は団体の実体について無知かと思う位
であり,イa,ケの対象にはなる筈がない。団体の顧問を
２０年以上勤めている。

の６６ 相沢光哉 393 調査研究費 5,000 宮城県麻雀業組合連合会 会費 イa　ケ 356に記載の通り。（同等の内容） 356に記載の通り。（同等の内容） 356に記載の通り。（同等の内容）

の６７ 相沢光哉 394 調査研究費 5,000 大和教団本庁 開祖様生誕祭玉串 キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）

の６８ 相沢光哉 395 調査研究費 3,333 建設ＴＧ会 会費
イaｂ
エ

建設業界における東北学院同窓会組織。国政、県政
に関係が深く、意見交換の場では多岐にわたる要望
や問題提起がある。

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性あ
り。

会合の実体から乖離していると思う。

の６９ 相沢光哉 396 調査研究費 3,333 仙台オペラ協会 役員会・懇親会費 ケ ３３６に記載の通り（同等の内容） ３３６に記載の通り（同等の内容） ３３６に記載の通り（同等の内容）

の７０ 相沢光哉 397 調査研究費 5,000
松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会事務局

松良千廣先生藍綬褒章受
章記念祝賀会会費

イa　コ
褒章受章者に対する祝賀会であるが,約３００人の出
席者との多様な意見交換があった。

該当しない。
会合の内容及び按分計上により妥当性確保。

会合の中味から言って,単なる慶弔行事ではなく,参加
者による意見交換は政務調査活動の正当な対象とな
る。

の７１ 相沢光哉 398 調査研究費 5,000 日本李登輝友の会 「日台共栄の夕べ」参加費 ケ
３５５に記載の通り（同等の内容）
当団体は本部（東京）組織

３５５に記載の通り（同等の内容） ３５５に記載の通り（同等の内容）

の７３ 相沢光哉 400 調査研究費 5,000 仙台曹司会 年忘れ会費 イb　ク ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容）

の７４ 相沢光哉 401 調査研究費 4,000 仙台藩士会 新年会費 ケ ３３６に記載の通り（同等の内容）
該当しない。妥当性については３３６に記載の通り
（同等の内容）

多数の参会者との意見交換の場であり，請求人の主
張はあたらない。参加した立場は団体参与。
＊なお、仙台藩志会会報「きずな」に議員が寄稿した
小文を政務調査活動の一環の事例として添付してお
きます。

の７５ 相沢光哉 402 調査研究費 5,000 亀岡八幡宮代表役員 玉串料 キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）

の７６ 相沢光哉 403 調査研究費 5,000 宮城県護国神社
平成２４年新春年賀互礼
祝賀会会費

キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）

の７７ 相沢光哉 404 調査研究費 5,000 宮城県歯科医師会会長
平成２４年宮城県歯科医
師会新年会

イa
団体は県内歯科医師による一般社団法人で,県歯科
医師連盟という同等の組織もある。議員は,県歯科医
療政策協議会委員を務める。

該当しない。
多数の出席者（歯科医師に限らない）との意見交換の
場であり,按分計上により妥当性は確保されている。

請求人の主張は,新年会という形式にとらわれ,会合の
実体に対する認識に欠けている。

の７８ 相沢光哉 405 調査研究費 5,000 宮城県薬剤師会
平成２４年新年祝賀会会
費

イa
団体は県内薬剤師による一般社団法人で県薬剤師
連盟という政治団体組織もある。
議員は県薬剤師会政策委員を務める。

４０４に記載の通り（同等の内容） ４０４に記載の通り（同等の内容）

の７９ 相沢光哉 406 調査研究費 4,000 宮城県隊友会会長
平成２４年宮城県隊友会
新年祝賀会会費

イa

団体は自衛隊出身者で構成される公益社団法人日本
隊友会傘下の県内組織で,自衛隊の支援団体。国防
や災害復旧活動における自衛隊の重要性を県民によ
く理解されるための諸活動を担っている。

該当しない。
会合の内容と按分計上から妥当性は確保されてい
る。

請求人の主張は,意見交換の場であることの理解に欠
けている。

の８０ 相沢光哉 407 調査研究費 2,666
東北方面後方支援隊協力
会

後支隊協力会新年会会費
イaｂ
エ

３８０に記載の通り（同等の内容） ３８０に記載の通り（同等の内容） ３８０に記載の通り（同等の内容）
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の８１ 相沢光哉 408 調査研究費 5,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合理事長

新春懇親会会費 イa ３５８に記載の通り（同等の内容） ３５８に記載の通り（同等の内容） ３５８に記載の通り（同等の内容）

の８２ 相沢光哉 409 調査研究費 5,000
宮城県中華料理生活衛生
同業組合

平成２４年新年会並びに
受賞祝賀会会費

イa ３５８に記載の通り（同等の内容） ３５８に記載の通り（同等の内容） ３５８に記載の通り（同等の内容）

の８３ 相沢光哉 410 調査研究費 5,000
サンモール一番町商店街
振興組合

新年祝賀会会費 イa　ケ

団体は仙台市内中心部商店会の一つで商店街振興
組合。三栄会の構成組合の一つでもある。
区域は一番町・大町通角から南町通までの一番町２・
３丁目。県・仙台市の商工業行政との関係が深い。

該当しない。
会合の内容（意見交換の場）と按分計上により妥当性
は確保されている。

請求人は意見交換の場であることの理解に欠けてい
る。
参加の立場は団体顧問で来賓。

の８４ 相沢光哉 411 調査研究費 5,000
クリスロード商店街振興組
合理事長

会費代 イa　ケ
４１０に記載の通り（同等の内容）
区域は東二通，東五通り付近間の中央通に位置す
る。

４１０に記載の通り（同等の内容） ４１０に記載の通り（同等の内容）

の８５ 相沢光哉 412 調査研究費 5,000

宮城県菓子工業組合
宮城県和生菓子工業組合
宮城県洋菓子協会
仙台餅屋組合

新年合同祝賀会会費 イa　ケ
菓子製造・販売業４組合による合同新年祝賀会,菓子
博への参加や県産品食材活用の商品開発など,観光
客誘致や地産地への貢献が大きい。

該当しない。
会合の内容と按分計上により妥当性は確保されてい
る。

請求人は,意見交換の場であることの認識に欠けてい
る。

の８７ 相沢光哉 414 調査研究費 2,666 みやぎバイオ研究会会長
みやぎバイオ研究会意見
交換会会費

ア　イa ３７４に記載の通り ３７４に記載の通り ３７４に記載の通り

の８８ 相沢光哉 415 調査研究費 5,000 仙台市薬剤師会
平成２４年新年祝賀会会
費

イa
４０５に記載の通り（同等の内容）
団体は県組織傘下の仙台市支部に相当

４０５に記載の通り（同等の内容） ４０５に記載の通り（同等の内容）

の８９ 相沢光哉 416 調査研究費 5,000 定義如来極楽山西方寺 御祈祷料代 キ
祈祷料という名称になっているが，新年会の会費的性
格を有し，祈祷会後の直会において参会者との意見
交換の機会が設けられている。

宗教祭祀（祈祷・奉納等）だけであれば充当すべきで
ないが、１に記載の通りの内容を有し，新年における
地域の課題等の情報交換の場であること，按分計上
であることから妥当なものである。

３３８に記載の通り（同等の内容）

の９０ 相沢光哉 417 調査研究費 4,666 仙台曹司会 例会費 イa　ク ３６８，４１３に記載の通り（同等の内容）
該当しない。会合の内容と按分計上により妥当性は
確保されている。

４１３に記載の通り（同等の内容）

の９１ 相沢光哉 418 調査研究費 5,000
宮城県豆腐商工組合代表
理事

組合新年会会費 イa　ケ
団体は県内豆腐製造・販売業の商工組合で,県産大
豆ミヤギシロメの普及や健康食品の拡大等の組合事
業を展開している。

該当しない。
会合の内容及び按分計上により妥当性は確保されて
いる。

請求人は,意見交換の場であることの認識に欠けてい
る。
参加の立場は組合顧問。

の９２ 相沢光哉 419 調査研究費 5,000 宮美生組仙台青葉支部 新年会会費代 イa　ケ
団体は県美容業生活衛生同業組合傘下の青葉区支
部,県の所管は環境生活部食と暮らしの安全推進課。

該当しない。
会合の内容,按分計上により妥当性確保。

請求人は,意見交換の場であることの認識に欠けてい
る。

の９３ 相沢光哉 419 調査研究費 3,333 仙台ＪＣＯＢ会 ＪＣＯＢ会会費 イa　ク

公益社団法人仙台青年会議所のＯＢ会組織で,８５０
名を超す会員を有する。県,仙台市始め経済・文化・青
少年・商工・教育等の各分野での社会活動に積極的
に関与している。

該当しない。
会合の内容及び按分計上により妥当性は確保されて
いる。

請求人は意見交換の場であることの認識に欠けてい
る。

の９４ 相沢光哉 420 調査研究費 3,333
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ
衆議院議員後援団体であるが，時局後援会及び参会
者との意見交換の場であることから，政務調査活動の
対象とした。

議員にとって自己の後援会活動は政務調査活動に含
めるべきでないが，他者の会合に出席し会費１人分の
負担であれば，按分計上による支出は妥当性がある
と判断できる。

他の議員の後援会に出席する会費を政調費充当が
不適当としている背景に，議員同士がお互いの後援
会会費を相当数負担し支出しあう実態があったことが
あり，単数かつ双方性がないケースで、参会者との意
見交換の場になる場合は，その実体から按分計上で
ある限り認めるべきである。何故なら対象（入口）によ
り禁止・制限することは，自由主義・民主主義に基づく
議員の政務調査活動を萎縮させるものであり，不当な
措置と言わざるを得ない。

の９５ 相沢光哉 421 調査研究費 5,000 宮城県護国神社社務所 玉串料 キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）
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の９６ 相沢光哉 422 調査研究費 5,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費 イa　ケ ３７３に記載の通り（同等の内容） ３７３に記載の通り（同等の内容） ３７３に記載の通り（同等の内容）

の９７ 相沢光哉 423 調査研究費 5,000 大崎八幡宮 節分祭初穂料 キ ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容） ３３８に記載の通り（同等の内容）

の１００ 相沢光哉 425 調査研究費 5,000 日本会議宮城県本部
東日本震大震災復興祈念
の集い懇親会会費

ケ

日本会議はわが国の歴史・伝統・文化を大切にし，日
本再生を目指し憲法改正の実現をはかることを目的と
する団体で，東京都に本部，各道府県に地方本部を
置いている。本県に宮城県本部，仙台・石巻に支部が
ある。

該当しない。会合の内容及び按分計上は妥当性を確
保している。

会合の趣旨・内容から請求人の主張は的外れであ
る。参加の立場は県議会議員並びに団体副本部長

の１０１ 相沢光哉 426 調査研究費 5,000 秋葉けんや後援会 パーティ会費 カ
衆議院議員による政治資金パーティーであるが，記念
講演及び参会者との意見交換の場があり，按分計上
の政務調査活動の対象とした。

４２０に記載の通り（同等の内容） ４２０に記載の通り（同等の内容）

の１０２ 相沢光哉 427 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ

神道政治連盟は東京に本部を置き，各都道府県に地
方本部がある。神社界（神社庁加盟）の政治団体。県
議市町村議員による議員連絡協議会があり，年１回
時局講演会を開催している。

該当しない。会合の内容及び按分計上から妥当性は
確保している。

会合の内容から請求人の主張は，意見交換の場であ
る認識を欠いている。

の１０４ 相沢光哉 429 調査研究費 5,000 日本李登輝友の会 総会・懇親会参加費 ケ

日本李登輝友の会は東京都に本部があり，本県には
宮城県支部がある（３５５参照）。本団体は日本と台湾
の友好親善のベースを元総統李登輝との緊密な関係
に置いている。

該当しない。会合の内容（記念講演を含め）及び按分
計上から妥当性は確保されている。

会合の内容から，日本と台湾、宮城県と台湾の相互
扶助に資するものであり，請求人の主張は当たらな
い。

の１０５ 相沢光哉 430 調査研究費 4,000 宮城県議会ＴＧ会会長 宮城県議会ＴＧ総会会費 ア　イa
東北学院出身の県議会議員と県庁職員,大学法人関
係者との懇親会であり,県私学教育行政との関わりな
どについて意見交換あり。

該当しない。
２に記載の通り,県行政と私学経営の諸課題について
の議論など,妥当性は高い。

請求人の主張は,会合の目的・内容を理解しないまま
の論法であり,間違っている。

の１０７ 相沢光哉 432 調査研究費 5,000 渡辺様傘寿お祝い
「渡辺様傘寿お祝い会」参
加費

コ

元競輪選手会宮城支部所属のＷ氏は日本財団の地
方自治体支援事業配分に有力な人脈を持ち，県政発
展に多大の貢献があった人物。（例，大和町自転車競
技場他）

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

請求人は形式的に判断しており，見当違いと言わざる
を得ない。

の１０８ 相沢光哉 433 調査研究費 4,666 仙台曹司会 例会費 イb　ク ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容） ３６８に記載の通り（同等の内容）

の１０９ 相沢光哉 434 調査研究費 3,333
故錦戸弦一先生を偲ぶ会
発起人会

故錦戸弦一先生を偲ぶ会
会費

コ
元県議会副議長を偲ぶ会において，故人の議会人と
しての存在感・人柄・事象等参会者との意見交換を
行った。

該当しない。会合の内容及び按分計上により妥当性
は確保されている。

請求人の主張は形式面だけの話であり，政務調査活
動の実体から言って間違っている

の１
（追加）

相沢光哉 464 調査研究費 3,333 宮城ビジョンの会 「講演会」参加費 イb　ク

宮城ビジョンの会は，日本政策研究センター（代表伊
藤哲夫氏）とタイアップして毎年複数回歴史講演会等
を開催している保守系団体で，正しい歴史認識の普
及等に貢献している。

該当しない。会合の内容及び按分計上で妥当性は確
保されている。

請求人の主張は，一方の思想に片寄った考えに支配
されているのではないかと思われ，納得できない。

は１ 渡辺和喜 435 調査研究費 3,333 亘理郡理容組合
平成２３年度通常総会会
費

ケ

理容業者の衛生施設の改善向上，経営の健全化等を
通じて，その衛生水準の向上をはかることを目的とす
る。目的達成の為，研修会・講演等を開催する。構成
員は亘理郡内の理容師である。宮城県が理容業の許
認可の権限を有し，宮城県の保健所が衛生の指導を
行うもので，県政とは深いかかわりがある。

該当しない。総会中はもとより引き続き行われる懇親
会でも県政とのかかわりを中心に活発の意見交換を
行う。政務調査が中心の会合である。

当団体宮城県理容生活衛生同業組合岩沼支部亘理
連絡所であり，顧問を置くような会でなく，県議会議員
として参加したが，当日の会計担当が唯一の来賓で
ある私を顧問と書き，その領収書を確認せずそのまま
提出したものである。領収書に書いてある顧問は顧問
格と思い書いたものと思う。

は３ 渡辺和喜 437 調査研究費 5,000 県南議員会会長 県南議員会懇談会会費 ア
県南地域選出の県議による県南地域共通の県政の
課題について意見交換を行い,それ等を県執行部に要
望行う。（超党で県南選出全議員）

該当しません。政策に関する意見交換をした後,懇親
会に移る。懇親会にも県執行部の出席を求めた。

会費は適正に支出されており,調査研究活動に要した
実費に相当している。

ひ１ 今野隆吉 439 調査研究費 5,000 宮城県護国神社
平成２４年新春年賀互礼
祝賀会会費

カ

護国神社主催の道徳教員についての意見交換会で
あり我が県の青少年健全育成について示唆を得たも
のである。また護国神社が主催ではあるが県内の業
界関係者や有職者が集う集会であった。

前述の通り道徳教育に関しての意見交換会であり飲
食を主とする会合ではない。又，道徳が学校教育の中
で必修化されたこともあり，本件は政務調査費を充当
することは妥当である。

見解の相違

ひ２ 今野隆吉 440 調査研究費 5,000 宮城県薬剤師会
平成２４年新年祝賀会会
費

イa

薬剤師を構成員とした本県の医薬品について,医師の
処方せんに基づいて患者への医薬品の提供・説明を
するものである。又,東日本大震災時においては我が
県への医薬品の提供はじめ県政運営にも有識者とし
て貢献いただいている。

本件は主として災害時における医薬品について,適正
な供給と医療現場について意見交換を実施したもの
であり,飲食は主目的ではなく,かつ,災害対応における
調査は被災時の課題などについての示唆もあり,調査
費の充当は妥当である。

見解の相違。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり 政務調査費充当の妥当性 請求人主張に対する見解

ひ３ 今野隆吉 441 調査研究費 5,000 仙台調理師　食味 会費 イa

調理士職業紹介事業の適切な運営と調理士の職業
の安定,福祉の増進,調理技術の向上等を通じて国民
の食文化の発展に寄与していただいている。また,我
が県においても本県の食材のＰＲなどについてもご協
力をいただいている。

観光業における宣伝の方法と業界におけるおもてなし
を宮城県独特の特色の打ち出しについて意見交換・
講演拝聴したものであり,ご指摘の件には該当せず充
当も妥当である。

見解の相違。

ひ４ 今野隆吉 442 調査研究費 5,000
土井とおる連合後援会
チャレンジ２１

土井とおる連合後援会
チャレンジ２１時局講演会
並びに新春の集い会費

カ

土井とおる代議士の政治団体であり県内外の数多く
の有権者が構成員である。本県選出の議会議員であ
り県政運営についても種々アドバイスをいただいてい
る。

安倍晋三元首相（当時）と国政の諸課題についての意
見交換（震災の復旧・復興について）であり、ご指摘の
件には該当せず充当も妥当である。又，１０，０００円
の支出という指摘も誤りである。

見解の相違。

ひ５ 今野隆吉 443 調査研究費 5,000 東北割烹研究会会長 四條公祭会費 イa

和食の板前を中心とした和食文化を広く県内外にア
ピールする団体であり,和食文化を通じて本県の食材
発信やインバウンド誘客にもご活躍をいただいてい
る。

宮城からの観光情報の発信と食材王国宮城のアピー
ル方法等について意見交換を目的としており,ご指摘
の件には該当せず,支出も妥当である。

見解の相違。

ひ６ 今野隆吉 444 調査研究費 3,333
宮城県柔道整復師連盟委
員長

会費 カ

県内の柔整師で組織された団体であり,同分野の適正
な発展,法令遵守を目的に会員相互の研修等を実施し
ている。又,我が県の地域医療構想に対しても有職者
としてご助言をいただいている。

社会人のスポーツ教育と医療の現状について意見交
換聞き取り調査を実施したもので,我が県の脱メタボに
ついて示唆をいただいた。故にご指摘の件には該当
せず,支出も妥当である。

見解の相違

ひ７ 今野隆吉 445 調査研究費 3,333
神道政治連盟宮城県本部
議員連絡協議会

時局講演会懇親会会費 カ

世界に誇る日本文化・伝統の承継や，日本人らしさ，
戦後おろそかにされてきた精神的な価値を大切にし，
我々国民がこの国に自信と誇りを取り戻すために
様々な活動を実施している。多くの国会議員や有識者
が構成員となっており我が県においても教育問題や
道徳観等についてご示唆をいただいている。

我が国の国家・憲法・教育問題についての講演拝聴と
意見交換を実施したもので，指摘された件には該当せ
ず充当も妥当である。

見解の相違。

●は情報公開時黒塗り
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別紙４

請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

い１ 長谷川敦 28 調査研究費 10,000 県北議員会会長
県北議員会会費（平成23
年10月～12月分）

ア

県北選出の県議による県北地域共通の
県政課題について意見交換。
それらを踏まえて県執行部に要望活動を
行った。

ア ア
該当しません。県北地域の共通課
題を共有するため。

集められた会費は適正に支出され
ており，調査研究活動に要した費用
の実費に充当するものと判断したも
のであり，見解の相違である。

い３ 長谷川敦 30 調査研究費 14,000 築館中将会
平成２４年度築館中将会
年会費

ウ

栗原市築館のまちづくり団体であり，中小
企業経営者が主な構成員である。
定例的な懇談会，地域のまつりへの参加
等を通じ地域振興に貢献しており，県政
にも資すると考える。

ア ア
該当しません。活動を通してまち
づくりに貢献しており，県政の発展
に資するものと考えます。

見解の相違である。

う３２ 佐々木幸士 64 調査研究費 10,000 神道政治連盟宮城県本部
平成２３年度特別会員会
費

カ

日本の文化・伝統を後世に正しく伝えるこ
とを目的に，各種事業を展開。神社関係
者や趣旨に賛同された県民により構成
し，学校教育・社会教育振興等にて県政
との関わりを持つ団体。

イ
ア
イ

１・２で説明した団体であり，県政
全般における諸課題は多岐にわ
たり，その課題解決のための施策
も多岐にわたる。そして，県民との
広聴・意見聴取・意見交換の中で
も，多種多様な意見があるため，
調査対象は必然と広範なものにな
る。
また，教育・環境・医療・福祉・経
済・政治等のあり方について，知
識・見聞を深め，一般質問や委員
会質疑，県政報告等にて活かして
いる。

２・３で説明したとおり，不当な支出
とは言えない。

政治資金パーティーでは
ない。

え２ 村上智行 66 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費
ア　イb

エ

県議及び市町村議員が構成員で研修会
や意見交換会等で政策力向上と連携強
化を図り，県民・住民の福祉向上に繋げ
ることを目的としている。

ア ア
左記の目的があり，政務活動費の
充当は妥当であると考えている。

領収書に基づく支出で活動実績も
あり，社会通念上妥当なものと手引
に定められている範囲で，請求人の
主張の不当な支出には当たらない
と考えている。

お１ 細川雄一 76 調査研究費 10,000 月曜会 異業種交流会会費 イab

宮城県と仙台市の整合性のある発展の
ため努力し，地域社会に貢献することを
目的とし，例会，講演会等を開催してい
る。
民間企業や議員の会員で例会，講演会
等を通して，民間の方々と県政全般に対
しての意見交換を行っている。

ア ア
講師を招いての講演会等も開催
する異業種交流団体ですので，充
当は妥当と考えます。

実質的な活動を伴っており，主張は
あたらないと考えます。

お３ 細川雄一 78 調査研究費 15,000 月曜会
異業種交流会（１０，１１，
１２月分）

イab

宮城県と仙台市の整合性のある発展の
ため努力し，地域社会に貢献することを
目的とし，例会，講演会等を開催してい
る。
民間企業や議員の会員で例会，講演会
等を通して，民間の方々と県政全般に対
しての意見交換を行っている。

ア ア
講師を招いての講演会等も開催
する異業種交流団体ですので，充
当は妥当と考えます。

実質的な活動を伴っており，主張は
あたらないと考えます。

お７ 細川雄一 82 調査研究費 20,000 月曜会
異業種交流会会費（１，
２，３，４月分）

イb　ウ

宮城県と仙台市の整合性のある発展の
ため努力し，地域社会に貢献することを
目的とし，例会，講演会等を開催してい
る。
民間企業や議員の会員で例会，講演会
等を通して，民間の方々と県政全般に対
しての意見交換を行っている。

ア ア
講師を招いての講演会等も開催
する異業種交流団体ですので，充
当は妥当と考えます。

実質的な活動を伴っており，主張は
あたらないと考えます。

住民監査請求（平成２３年度政務調査費）に係る関係人（会派所属議員）調査結果　（年会費）
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

か１ 高橋伸二 85 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費
ア　イb
エ　ウ

県及び市町村議員のスキル向上と議員
間の連携促進等を行い，もって県民の福
祉向上に努めることが目的と理解してい
る。活動内容は研修会，意見交換会等。
主な構成員については地方議員。県と市
町村は密接不可分な関係にあり市町村
議会議員との連携強化を図ることにより
県政発展に寄与することが出来る。

ア ア

左記の通りの政務調査を行ってい
ることから，政務調査費を充当す
るのに適さない団体には該当せ
ず，政務調査費の充当は妥当と
考える。

領収書に基づく支出で活動実績も
あり，社会通念上妥当と考えられる
範囲内であることから，手引に違反
した不当な支出とは言えないものと
考える。
調査研究に直接必要な経費であ
り，私的財産形成等につながるもの
ではない。

（年度越え）
事業年度が行政の事業年
度と異なるためどうしても
年度をまたぐことになる
が，許容される範囲内と考
える。
（領収書未記載）
領収書に必要な記載がな
されていることから請求人
の主張は当たらないと考
える。

か９ 高橋伸二 93 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費
ア　イb
エ　ウ

県及び市町村議員のスキル向上と議員
間の連携促進等を行い，もって県民の福
祉向上に努めることが目的と理解してい
る。活動内容は研修会，意見交換会等。
主な構成員については地方議員。県と市
町村は密接不可分な関係にあり市町村
議会議員との連携強化を図ることにより
県政発展に寄与することが出来る。

ア ア

左記の通りの政務調査を行ってい
ることから，政務調査費を充当す
るのに適さない団体には該当せ
ず，政務調査費の充当は妥当と
考える。

領収書に基づく支出で活動実績も
あり，社会通念上妥当と考えられる
範囲内であることから，手引に違反
した不当な支出とは言えないものと
考える。
調査研究に直接必要な経費であ
り，私的財産形成等につながるもの
ではない。

（年度越え）
事業年度が行政の事業年
度と異なるためどうしても
年度をまたぐことになる
が，許容される範囲内と考
える。
（領収書未記載）
領収書に必要な記載がな
されていることから請求人
の主張は当たらないと考
える。

き２ 菊地恵一 98 調査研究費 2,000 宮城県看護連盟 宮城県看護連盟年会費 カ

看護師としての職業を全うするために必
要な法令制度や政策などの具体化を求
めて活動する日本看護連盟の支部組織
であり，直接看護に携わる方々が会員で
あって，県の医療施策を担う県政にとって
も，その現状についての情報を得ることが
できるなど関わりは深い。

ア
ア
イ

前述の通りの団体であり，政務活
動費を会費に充当するのに適さな
い団体とは理解していない。

請求人の主張のような団体とは捉
えていない。

き８ 菊地恵一 104 調査研究費 15,000 古川商工会議所青年部
日本商工会議所青年部Ｏ
Ｂ会会費

ク

商工会議所青年部は，若き企業家が集う
団体であり，研鑽と交流を通じて企業家
精神を高め，企業の発展を原点としなが
ら経済人として地域社会の発展を目指す
団体であり，本件はその青年部を卒業し
たＯＢによって構成されていて，その多く
は各地の商工会議所の議員，役員であっ
て，特に経済商工業分野では県とも密接
に関わる団体である。

イ ア
前述の通りの団体であり，政務活
動費を会費に充当するのに適さな
い団体とは考えていない。

請求人は本団体の内容について把
握しているように思えず，請求人の
主張にも同意できない。

き９ 菊地恵一 105 調査研究費 4,000 大崎市古川観光物産協会
大崎市古川観光物産協会
年会費

ク

大崎市古川地域の観光と物産の振興を
目的とした団体で，そのための活動を
行っている。
地域の観光と物産に関わる法人，団体，
個人が会員であり，県内第３の都市であ
る大崎市中心地域の観光物産の一端を
担う団体として県政との関わりが深い。

ア ア

前述のような活動を行っている団
体であり，会費に政務活動費を充
当するのに適さない団体とは理解
していない。

請求人は本団体の内容を把握して
いるように思えず，請求人の主張に
も同意できない。

き１３ 菊地恵一 109 調査研究費 10,000 県北議員会会長
県北議員会会費（平成23
年10月～12月分）

ア

県北部地域選出の県議会議員により，県
北部地域の共通の県政課題やその対応
策について意見交換する団体であり，ま
たそのことを踏まえて団体として県にも要
望活動等を行っている。

ア ア

前述の通り，公的な役割を担う団
体であり，政務活動費を充当する
のに適さない団体とは理解してい
ないし，活動内容からしても充当
するに妥当な団体と理解してい
る。

集められた会費は，調査活動や意
見交換の実費に適正に支出されて
おり，請求人の主張には同意できな
い。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

き１４ 菊地恵一 110 調査研究費 10,000 宮城県隊友会 特別会員会費

（重複支出）
明記の通り，一方は宮城
県全域で活動を行う「宮城
県隊友会」の特別会員とし
ての会費であり，また一方
は大崎市を中心に活動を
行う「宮城県隊友会大崎
支部」の賛助会員としての
会費であり，明確に違う団
体である。

き１４ 菊地恵一 111 調査研究費 10,000
宮城県隊友会大崎支部支
部長

平成２３年度支部賛助会
員年会費

（重複支出）
明記の通り，一方は宮城
県全域で活動を行う「宮城
県隊友会」の特別会員とし
ての会費であり，また一方
は大崎市を中心に活動を
行う「宮城県隊友会大崎
支部」の賛助会員としての
会費であり，明確に違う団
体である。

き２５ 菊地恵一 122 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費
ア　イb
ウ　エ

研修等により県議ならびに市町議員の資
質の向上と議員間の連携促進を図り，
よって県民の福祉向上を図る団体であ
り，通常，県議と市町議員の連携団体は
多くなく，その意味で県政全般との関わり
が深い。

ア ア

前述のとおりの内容の団体であ
り，活動も行っていることから政務
活動費を充当するのに適さない団
体とは理解しない。

領収書に基づく支出であり，調査研
究に直接必要な経費であって，手引
きに違反し不当な支出とは理解して
いない。

（年度越え）
事業年度が行政の事業年
度と異なるために年度を
跨ぐこととなるが，その継
続性から，許容される範囲
と捉えている。
（領収書未記載）
領収書に必要な記載がな
されていることから請求人
の主張には同意できな
い。

け１ 只野九十九 126 調査研究費 10,000 県北議員会会長
県北議員会会費（平成23
年10月～12月分）

ア

県北選出の県議により，県北地域共通の
県政課題(農業の振興・道路網の整備・医
師不足の解消など)について，勉強会や
県担当者との意見交換，それを踏まえて
県執行部へ要望活動を行った。

ア ア

該当しません。
県北地域として共通の重要課題を
認識・勉強をし，共通の課題にす
ることが大事だと考えるから。

集められた会費は適正に支出され
ており，調査研究活動に要した費用
の実費に充当するものと判断しまし
たので不当な支出とは考えてはい
ないので，考えの違いであると考え
ております。

さ１ 石川光次郎 137 調査研究費 12,000
陸上自衛隊東北方面特科
隊協力会

平成２３年度分年会費 イb

陸上自衛隊東北方面隊の活動に協力す
る民間人で構成する団体。隊の地域貢献
活動等をｻﾎﾟｰﾄする。
県内での活動が主であり，大いに県政と
の関わりがある。

ア ア この通りであるので妥当と考える。 そうは思わない。

さ２ 石川光次郎 138 調査研究費 12,000 宮城青年防衛協会 年会費 イb

防衛意識の高揚を図り，防衛基盤の育成
強化に寄与するとともに，自衛隊活動を
支援，協力する県内の青年層で組織する
団体。

ア ア この通りであるので妥当。 そうは思わない。

さ５２ 石川光次郎 190 調査研究費 15,000 月曜会
異業種交流会会費（１～３
月分）

イab

国会議員，県議，仙台市議，民間経営者
で組織する異業種交流勉強会。
県政，仙台市政の課題を各行政担当者
に参加いただき講演をいただく。

ア ア そうは思わない。 そうは思わない。

せ１ 池田憲彦 202 調査研究費 10,000 県北議員会会長
平成２３年度県北議員会
会費

ア
県北の諸問題の課題について共有してい
る。講師を呼んで研修会を行い県への要
望なども実現している。

ア ア
県北の事業の調査研究であり，な
んら問題はないと考えます。

役に立っており見解の相違と考えま
す。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
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団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

そ６ 佐々木征治 210 調査研究費 10,000 県北議員会会長
平成２３年度県北議員会
会費

ア

仙台一極集中が加速する中，県北部圏
域の大崎管内や栗原，登米管内，沿岸部
の気仙沼本吉，石巻管内から選出された
県会議員で構成されており，大きな目的
は，県北部の大きな括りの中で，一緒に
活動することを目的としてつくられました。
具体例を挙げれば，石巻酒田間高規格
道路の実現などを目指しておりました。

ア ア

該当しません。
県北地域の共通の重要課題を認
識・研究し，共通課題として県政に
反映させていることから妥当であ
る。

会費は適正に支出されている。
見解の相違である。

そ７ 佐々木征治 211 調査研究費 10,000 宮城県隊友会 特別会員会費
（会費として照会していないが県隊友会は
ＮＯ．228及びＮＯ．229で照会している。）

（重複支出）
宮城県隊友会県全体の組
織で，宮城県隊友会大崎
支部は下部の地域組織で
あり，構成する会員の顔
ぶれも違うことから，情報
や話題も異なりやむを得
ないと考えている。

そ７ 佐々木征治 212 調査研究費 10,000
宮城県隊友会大崎支部支
部長

平成２３年度支部賛助会
員年会費

（会費として照会していないが県隊友会は
ＮＯ．228及びＮＯ．229で照会している。）

（重複支出）
宮城県隊友会県全体の組
織で，宮城県隊友会大崎
支部は下部の地域組織で
あり，構成する会員の顔
ぶれも違うことから，情報
や話題も異なりやむを得
ないと考えている。

ち７ 皆川章太郎 226 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費
ア　イb
ウ　エ

この団体は，一人ひとりの安定及び向上
発展を目標としており，ユニセフ募金・アフ
リカに毛布を送る運動等を実施していま
す。更に大震災被災地に対するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動に取り組んでいます。
構成員は県民であり，交流を図ることによ
り県政の課題も見え，その対策等々県政
推進に貢献できます。

ア ア

会費納入に当たり年間様々な資
料提供をはじめ，年数回の研修意
見交換会が開催されることから，
政務調査費の充当は妥当性があ
ります。

平成23年度経費については，実質
的な活動，意見交換の機会があり
ますので，年会費として社会通念上
妥当と考えます。

実質的な活動研究が行わ
れ，その調査研究・研修に
も充当されるので問題は
ございません。

ち９ 皆川章太郎 228 調査研究費 6,000 宮城県隊友会 年会費 ウ

自衛隊ＯＢを中心として構成されておりま
す。県民生活の安全安心を目標としてお
り，防衛行政の諸課題，研究・研修を通し
て県政の発展に貢献しています。

ア ア
前述のことから，政務調査費充当
は妥当であると考えます。

団体の規約により請求されたもので
あり，充当は妥当性の範囲内であり
ます。

ち９ 皆川章太郎 229 調査研究費 4,000 宮城県隊友会 年会費 ウ

自衛隊ＯＢを中心として構成されておりま
す。県民生活の安全安心を目標としてお
り，防衛行政の諸課題，研究・研修を通し
て県政の発展に貢献しています。

ア ア
前述のことから，政務調査費充当
は妥当であると考えます。

団体の規約により請求されたもので
あり，調査費の充当は妥当性の範
囲内であります。

ち１１ 皆川章太郎 231 調査研究費 10,000 モラロジー研究所 モラロジーの会年会費 ク

団体の活動目的は，一人の人間として自
立した人間形成と社会に貢献することで
あります。構成員は県民であり，互いの交
流を図ることで県政の課題も見え，対策
等々県政の推進に寄与できます。

ア ア

左記のとおり，地域課題及び大震
災にかかる支援等の意見交換で
もあり，調査費充当は妥当性があ
ります。

年会費の経費については，実質的
な活動・意見交換の場でありますの
で，納める年会費は妥当性がありま
す。

ち１２ 皆川章太郎 232 調査研究費 10,000 県北議員会会長
平成２３年度県北議員会
会費

ア

県北地域選出の県議による県北地域共
通の県政課題について意見交換。
それらを踏まえて県執行部に要望活動を
行った。

ア ア
該当しません。県北地域の共通課
題を共有する為であり妥当であり
ます。

会費は適正に支出されており，調査
研究活動に要した費用の実費に充
当するものと判断したものであり，
見解の相違であります。

ち１５ 皆川章太郎 235 調査研究費 15,000
宮城県美容業生活衛生同
業組合理事長

平成２３年度会費 ク

県内の美容業を経営する方で構成されて
います。県民の公衆衛生向上における諸
課題に対する意見交換により，県政への
反映及び発展に寄与することができま
す。

ア ア

美容業が抱える問題，例えば公衆
衛生の向上，及び安価な大型店
進出諸課題等，意見交換は大切
であり，政務調査費を充当したこと
は妥当であります。

前述のことから，政務調査費を充当
することは妥当であり，違法ではな
いとの見解です。
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請求人主張に対する見解 その他

ち２０ 皆川章太郎 240 調査研究費 5,250 わんからっとＬの会 異業種交流会年会費 ウ

県内全地区による異業種交流の会です。
各分野の方々が集い大震災対策等色々
な課題等への意見交換をし，県政の推進
に反映させることです。

ア ア

前述のとおり，各業種業界，更に
は地域課題及び大震災に関わる
対応支援業務等に対する意見交
換の場を得られることから，政務
調査費の充当は妥当であります。

相手団体の規約により請求されたも
のであり，調査費の充当は妥当で
あります。

ち２４ 皆川章太郎 244 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費
ア　イb
ウ　エ

この団体は，一人ひとりの安定，人間形
成の向上を目標としております。大震災
の被災地へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をはじめ意見
交換することにより，県政の課題も見え対
策や県政の発展に寄与できる。

ア ア

会費納入にあたり年間色々な資
料提供をはじめ年数回の研修意
見交換会が開催されることから，
政務調査の充当は妥当でありま
す。

H24年会費については，実質的な活
動研修がありますので，年会費とし
て社会通念上妥当と考えます。

収支報告もなされており，
問題はございません。

つ１ 小野隆 245 調査研究費 10,000 仙台藩士会 平成２３年度分会費 ク

会員２５０名を擁し，「仙台青葉まつり」を
中心に伊達文化及び宮城県の歴史伝統
文化行事について，異業種会員の方々と
意見交換ができた。
また県民に広く参加を呼びかけ「公開講
座伊達学塾」を月一回開催して，河北新
報の「みやぎ情報コーナー」で広報してい
る。

ア
ア
イ

広く県内の歴史伝統を通じて街づ
くりに貢献しており，政務調査に妥
当性がある。
会の参与・理事として参加してい
る。

見解の相違と考える。

と１ 中村功 278 調査研究費 10,000 県北議員会会長
平成２３年度県北議員会
会費

ア

県北地域選出の県議による県北地域共
通の県政課題について意見交換。
それらを踏まえて県執行部に要望活動を
行った。

ア ア
該当しません。
県北地域の共通課題を共有する
ため。

見解の相違である。

な４ 渥美巖 287 調査研究費 10,000 県北議員会会長
平成２３年度県北議員会
会費

ア

県北地域選出の県議会議員が構成員で
あり県北地域共通の県政課題について
勉強会や意見交換を行っている。
これらを踏まえて一般質問等を行ってい
る。

ア ア
該当しません。
県北地域の政策共通課題を勉強
している。

会費は適正に支出されており，調査
研究活動に要した費用の実費に充
当されております。見解の相違と考
えます。

の１ 相沢光哉 336 調査研究費 5,000 仙台藩士会 年会費 イb　ク

領収書等添付票（336）に記載の通り。主
な構成員は○○○○氏を総裁，○○○
○氏を会長（平成２９年度）とし，会員数
216名。

ア ア 336に記載の通り。
団体の活動内容，実態は公開され
ており，請求人の主張は当たらな
い。

の２ 相沢光哉 336 調査研究費 5,000 仙台オペラ協会 年会費 ク 領収書等添付票（336）に記載の通り。 ア ア 336に記載の通り。
按分をしており，請求人の主張は当
たらない。

の３ 相沢光哉 337 調査研究費 5,000 国家基本問題研究所 年会費 ク

領収書等添付票（337）に記載の通り。当
一般財団法人は○○○○氏を代表とす
るシンクタンクで，国県政に重要な情報を
提供する機関である。

ア ア 337に記載の通り。
按分をしており，請求人の主張は当
たらない。

の５ 相沢光哉 339 調査研究費 5,000 つくる会教科書基金 年会費 ク

団体は，新しい歴史教科書をつくる会（本
部東京都）で，正しい歴史教科書の普及
を目的としている。県政においては過去
に請願採択など行っている。

ア ア 339に記載の通り。
団体の活動総体が十分国政，県政
上の政務調査活動に資している。

の６ 相沢光哉 339 調査研究費 2,500
東北学院中高バレー部Ｏ
Ｂ会

年会費 オb 領収書等添付票（339）に記載の通り。 ア ア 339に記載の通り。

同窓会費が不当な支出と主張して
いるが339に記載の通り，スポーツ
振興と小中学生の健全育成活動に
資している会費であり，妥当であ
る。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

の７ 相沢光哉 339 調査研究費 5,000 ヤンググリーンスクール 年会費 イb

ヤンググリーンスクールは公益財団法人
仙台青年会議所（現在）が昭和52年全国
大会を開催した際に発足した青年育成事
業で，自然環境の中で子ども達が様々な
体験をすることを継続的にｻﾎﾟｰﾄしてい
る。仙台ＪＣＯＢらが指導し，会員は毎年
20名前後の小学生。

ア ア 339に記載の通り。
団体の活動内容等は会報等で報告
されている。詳しくは２記載の団体
に照会されたし。

の１２ 相沢光哉 343 調査研究費 27,500 仙台Ｙ’ｓメンズクラブ ２２～２３年度会費 イb　エ

領収書添付票343に記載の通り。
仙台Ｙ’sメンズクラブは仙台ＹＭＣＡ関連
の社会奉仕団体で会員数は約60名。
国際貢献，貧困者救済など県政との関わ
りがある。

ア ア
該当しない。
按分計上により妥当性大。

団体の活動内容等は公開されてお
り，社会的に認知されている団体（ｃ
ｆ.ロータリークラブやＹＭＣＡ）の一
つ。

の１５ 相沢光哉 346 調査研究費 5,000 青葉神社敬愛会 年会費 キ

（支出金額の内容等について説明願いま
す。）

領収書添付票346に記載の通り。

－ － 338に記載の通り。 338に記載の通り。

の２１ 相沢光哉 352 調査研究費 1,000 宮城県日台親善協会 年会費（半年分） ク 領収書添付票352に記載の通り。 ア 未記入

宮城県日台親善協会は，日本・台
湾間の友好親善を図る一方，大震
災後世界一の支援を寄せていた
だいた台湾側（立法府，世界台湾
商会，台湾紅十字会等）と宮城
県，被災市町との連携窓口として
大きな活動を行った。

請求人の主張は全く的外れ。

の２３ 相沢光哉 354 調査研究費 5,000 次世代を育てる会 平成２３年度年会費 イb　ク

青少年育成のための任意団体で年に複
数回講演会の開催や施設慰問等を行っ
ている。
会長は○○○○氏（現在は故人）で会員
数40名（事務局長○○○○氏）。

未記入 未記入

該当しない。
会運営目的と按分計上から，政務
調査費の充当は十分妥当性があ
る。

請求人の主張は妥当性がないと考
える。

の４８ 相沢光哉 376 調査研究費 2,500
青協・日本協議会結成４０
周年係

年会費（９～１１月分） ク

青年協議会・日本協議会が結成されて40
周年の筋目に当たり，年会費の請求が
あった。保守思想の団体であり，国政県
政の諸課題に取組む上で有意義な活動
体であると認識している。

ウ イ
該当しない。
会費の按分計上により妥当性は
確保されている。

請求人の主張は，政務調査活動に
寄与していないと判断したものと思
うが，活動の実態や会報等の内容
は十分対象に合致している。

の５９ 相沢光哉 387 調査研究費 10,000 日本協議会 年会費 ク

草の根保守の立場に立つ団体で，わが
国の歴史，伝統，文化を大切にし，皇室
の安寧を尊ぶ組織。
３７６に記載の記載の内容を参照。

ア イ

年会費を１００％計上していること
は，同会の活動実体が国政，県政
上重要な要素を持っていることと
考え，十分な妥当性があると判断
している。

日本の国柄を考える場合，リベラル
思想や共産主義思想の存在そのも
のも是とするのが自由主義国家の
要件の一つであり，その上で保守思
想の大切さを考え教えることは政務
調査活動として重要であるという立
場をとることに意義がある。

の７２ 相沢光哉 399 調査研究費 5,000 仙台ＪＣ中高ＴＧ会 年会費 ク

仙台青年会議所出身者による東北学院
中・高卒業者の団体。仙台ＪＣ及びＴＧ両
面から学校関係者とのつながりが強く，県
政への反映等の活動が多い。

ア ア

年会費は，政務調査活動に資す
るもにあっては１００％計上が認め
られており，妥当性は十分あると
判断している。

左記３の通りであり，請求人の主張
は見解の相違と思う。

の８６ 相沢光哉 413 調査研究費 30,000 センダイソウシカイ 年会費 イb　ク ３６８に記載の通り。 ア ア
該当しない。多様な意見交換の場
であり，按分計上を含め，妥当性
は確保されている。

請求人は，意見交換の場を提供す
る団体であることの認識に欠けてい
る。

＊参考資料
仙台曹司会規約他添付

の１０６ 相沢光哉 431 調査研究費 10,000
仙台バッハアカデミー協
会

年会費 ウ

この団体はクラシック音楽振興のため仙
台市で本場ドイツの指導者による理論と
レッスンを定期的に開催しており，音楽都
市仙台の評価を高めている。県の文化芸
術向上にも貢献しており，有力な演奏者
を送り出している。

ア ア

音楽文化芸術の振興は県民生活
の充実に寄与しており，特に国際
的な指導者の直接研修を受講で
きることは若手演奏家の励みに
なっている。充当の妥当性は高
い。

議員の私的財産形成等につながる
ものでも，年度を越えるものでもな
く，主張は全く当たらない。



- 7 -

請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容

主張
区分

団体の概要・県政との関わり
会費の
根拠

年会費支
出理由

政務調査費を充当するのに適さな
い団体の該当について

請求人主張に対する見解 その他

は２ 渡辺和喜 436 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２３年度会費
ア　イb

エ

この団体は立正佼成会と関係のある超党
派の県議会議員や市町村議会議員で構
成する会であり，福祉や地域振興等を計
る団体である。その活動の中心は宮城県
であり，宮城県政と最も深いかかわりが
ある。

ア ア

該当しません。各種資料の提供を
受け，年数回開催の意見交換会
や地域での活動が県政とのかか
わりが中心である。

平成23年度経費については，実際
に意見交換会が数回行われ，年会
費として妥当である。地域における
活動や政策懇談会も数回行われ
た。

は４ 渡辺和喜 438 調査研究費 10,000 仙台教会佼成議員懇話会 ２４年度会費
ア　イb
ウ　エ

この団体は立正佼成会と関係のある超党
派の県議会議員や市町村議会で構成す
る会であり，福祉地域振興等を計る団体
であり，宮城県政と最も深いかかわりが
ある。

ア ア

該当しません。各種資料の提供を
受け，年数回開催される意見交換
会や地域での活動が県政とのか
かわりが中心である。

平成24年度経費については，実際
に意見交換会が数回行われ，年会
費として妥当である。地域における
活動や政策懇談会も数回行われ
た。

●は情報公開時黒塗り
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支出先 支出内容 請求人の主張 請求人主張に対する見解

う３ 佐々木幸士 33 資料購入費 2,940 自民党サービスセンター
建設産業復興論　保守誕
生、日本を陥没から救え

「保守誕生・日本を陥没から救え」は政治的イデオ
ロギーの書籍で資料に該当しない不当な支出と考
える。

県政全般における諸課題は多岐にわたり，その課題解決のための施策も多岐にわたる。そして，県民との広聴・意見聴
取・意見交換の中でも，多種多様な意見があるため，調査対象は必然と広範なものになる。
また，教育・環境・医療・福祉・経済・政治等のあり方について，知識・見聞を深め，一般質問や委員会質疑，県政報告会
等にて活かしている。

う１３ 佐々木幸士 45 資料購入費 6,000 日本青年協議会
「祖国と青年」年間購読料（２
４年１月～１２月）

政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない
不当な支出と考える。

県政全般における諸課題は多岐にわたり，その課題解決のための施策も多岐にわたる。そして，県民との広聴・意見聴
取・意見交換の中でも，多種多様な意見があるため，調査対象は必然と広範なものになる。
また，教育・環境・政治等のあり方について，知識・見聞を深め，一般質問や委員会質疑，県政報告会等にて活かしてい
る。

か１
（追加）

高橋伸二 447 資料購入費 6,000 仙台祖青の会 祖国と青年購読料
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない
不当な支出と考える。

憲法を頂点とする戦後体制の問題克服をめざし，皇室・防衛・教育などの諸課題について，日本の伝統・文化に基づきな
がら新たな時代を切り拓くための提言がなされている。県政を語る上において国の成り立ち，国防のあり方，教育の充実
等について理解を深めることは非常に重要だと考える。議員活動を行う上において大変参考になっていることから政務
調査費を充当したことは妥当と考える。請求人の「政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない不当な支出と考え
る。」との主張は的を射ていないとの印象が強く，私とは全く認識が異なると言える。

く５
（追加）

寺澤正志 452 資料購入費 5,000 あけぼの会仙台支部代表 「あけぼの」年間購読料
宗教団体が発行する資料で政務調査活動に寄与し
ない不当な支出と考える。また，領収書作成者の住
所がない。

宗教団体にあたらない。購入した資料を読むことにより県政策に活かす事ができるため，充当は妥当と考える。
領収書作成者の住所記載（省略）

の１９ 相沢光哉 350 資料購入費 2,500 郷守人編集部 新聞代
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない
不当な支出と考える。

「政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない」としているが，月刊誌ではなく季刊誌。「政治的イデオロギー」があ
れば資料に該当しないという主張は全く理解できない。右でも左でも，国内，国外でも，さまざまな政治的スタンスに基づ
く論説や考えを調査研究することは議員（政治家）として当然の任務の一つであり，このような請求人の主張そのものが
偏向した姿勢と思います。
なお，按分計上は妥当性を一層強化します。

の９８ 相沢光哉 424 資料購入費 4,000 ワック株式会社 月刊Ｗｉｌｌ購読料
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない
不当な支出と考える。

政治的イデオロギーの月刊誌だから資料に該当しない不当な支出という請求人は，思想の自由という憲法で保障された
国民の権利をどう考えているのか伺いたいものである。以下，資料番号３５０に記載した通り。
なお，按分計上は妥当性を一層強化するものと考える。

の９９ 相沢光哉 424 資料購入費 1,500 畠奈津子 隔月刊郷守人購読料
政治的イデオロギーの月刊誌で資料に該当しない
不当な支出と考える。

資料番号３５０，４２４に記載した通り。

の１０３ 相沢光哉 428 資料購入費 1,400
神道政治連盟宮城県本
部議員連絡協議会

書籍「教育勅語の真実」代
政務調査活動に寄与しない資料に該当した不当な
支出と考える。

教育勅語は明治２３年明治天皇によって国民に示された（渙発された）教育に関する勅語であり，戦前は，そのわずか３
１５字の中に，天皇の徳による治世，日本の悠久の歴史と伝統，国民が等しく守るべき徳目など，世界が感嘆した日本精
神の神髄が余すところなく凝縮され，国民の道徳教育の範となっていました。戦後ＧＨＱの指導によって，教育教材として
の使用は出来なくなりましたが，歴史的文献としてその内容をよく知り，語り継いでいくことは極めて重要です。その意味
で政務調査費を充当して学び，研究し，今日に役立てていくことは妥当性の高いことと判断しました。

住民監査請求（平成２３年度政務調査費）に係る関係人（会派所属議員）調査結果　（資料購入費）

別紙５
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支払先 支出内容 調査事項 回　　答

ぬ１ 仁田和廣

297

～

329

事務所費　 750,000 ● 事務所賃貸料

請求人は「事務所の光熱水費が５０％なのに，事務所
賃借料が５０％になっていない。従って合計３７５，００
０ー（７５０，０００×１／２＝３７５，０００）が不当な支出
と考える。」と主張しています。
これについてどのように考えますか。政務調査費を充
当した妥当性について説明願います。

平成２３年度当時，事務所は震災復旧・復興に係る住民
からの生活相談，各種陳情等，政務活動のみに使用して
いたため，家賃に関しては全額政務活動費を充当してい
た。

１　デジタルカメラの使途，２台購入した理由について
説明願います。

２３．３月の東日本大震災で，自宅・事務所２箇所全壊で
被災した事を前提にお聞き頂きたく思います。
２３年６月に購入したデジカメについては，主に被災した
地域の現状を捉え，役所等に伝えるものとして活用させて
頂いた。２４年１月１１日購入の２台目については，改選後
仮設事務所にてパソコンでのＨＰ，ブログやフェースブック
での活動報告等に活用する為，購入させて頂きました。

２　請求人は「デジカメ２台必要ないので５２，８４８円
は不当な支出と考える。また，仮に２台必要だとしても
「手引」３（５）事務用品・備品購入費・リース料『～ま
た，その購入価格についても政務調査費を充当する
備品という観点から常識的に判断する必要がある。』
に反する高額なデジカメで不当な支出と考える。更に
日付がない。」と主張しています。
これについてどのように考えますか。政務調査費を充
当した妥当性について説明願います。

第１に日付がない事について，購入店に確認した結果，２
０１２．１．１１であります。
高額との指摘については，確かに高額です。しかし，活用
方法について，現在でも報告会用のプロジェクター用写真
撮影や議員としての活動記録に使っている現状，視察や
地域要望箇所撮影等，長期間に亘って十二分にその機
能を使わさせて頂いております。５０％の按分での購入
は，高額であるけれども，その活用について，見解の相違
と考える。

３　領収書の宛名が会派になっている理由について説
明願います。

４　請求人は（別紙主張区分：エ）のとおり主張してい
ますが，これについてどのように考えますか。政務活
動を充当した妥当性について説明願います。

て１ 安藤俊威

255

～

266

事務所費

事務費

人件費

1,200,000 ２１世紀会
事務委託費

（事務所費，事務費，人件費）

住民監査請求（平成２３年度政務調査費）に係る関係人（会派所属議員）調査結果　　（その他事項）

別紙６

196 事務費 52,848 ヨドバシカメラ デジタルカメラ

議員の活動全般について日程調整，資料整理，文書作
成などを1名の常勤職員を置いて行っており，その他とし
て，後援会事務所，自民党白石市支部事務所を兼務する
安藤事務所は，議員の政務活動全般の事務を委託され
ていると解す。

政治資金管理団体は，議員本人が代表を務め，１つしか
設ける事ができない。また，年次報告を義務付けられてお
り，報告書は公開されている為，きわめて透明性が高い。

会派に交付された政務活動費を議員でない事務所が受
け取っている事から，会派に対する領収書が至当と考え，
政務調査費時代から続けている。

安藤事務所は上記の通りの事務所であるが，１０坪の建
物は議員所有の為家賃計上していない。電気，ガス，水
道も議員が払っており，事務所費は暖房用灯油と通信費
（電話とネット等）で年額２５万程度，事務消耗品代等で１
５万程度であり，人件費は社会保険込みで年額２２５万程
度となる。その半分以下である金額を設定しており問題は
ないと考える。

し１ 佐藤光樹

１　委託内容について説明願います。

２　政治資金団体に委託した理由について説明願いま
す。
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請求№ 議員名 資料№ 使途項目
政務調査
費充当額

(円）
支払先 支出内容 調査事項 回　　答

さ１３ 石川光次郎 151 調査研究費 2,666 建設ＴＧ会 いも煮会会費
芋煮会の具体的な会場，参加者数について記載願い
ます。

広瀬川　ますぶち芋煮会場
３０人

さ１５ 石川光次郎 153 調査研究費 3,333
仙台東麺類飲食業組
合

レクリエーション代
領収書には「レクリエーション代」と記載されています
が，当該会合の具体的な内容及び政務調査費を充当
した妥当性について説明願います。

レクリエーション代となってはいるが，当日，組合との意見
交換や現場の諸課題に関する要望聴取が主であり妥当
と考えている。

さ１７ 石川光次郎 155 調査研究費 3,333
宮城県理容生活衛生
同業組合理容仙台宮
城野支部支部長

宮城野支部芋煮会参加費
芋煮会の具体的な会場，参加者数について記載願い
ます。

青葉区内ホテル　会議室
３０人

の５ 相沢光哉 339 調査研究費 5,000 つくる会教科書基金 年会費

新しい教科書をつくる会のホームページには，「教科
書の完成そして，私たちの目的の達成のため，『教科
書基金』に一口１万円として一口以上のご寄附をお願
い申し上げます。」と記載されています。
また，同会のホームページの入会案内では，会費は，
普通会員が６，０００円，正会員が１２，０００円となって
おり，振込票の名称などからも，教科書基金への寄附
金と思われますが，いかがですか。

平成２３年度は全国的に教科書採択年の重要な時期で，
つくる会本部としては，通常の年会費に追加する形で「教
科書基金」の募集があった。つまり，基本財産を形成する
基金造成では全くなく，重要年の運営費充当のためで
あった。当方としては，寄付という形は出来ないと伝えたと
ころ，左記の趣旨と，年会費追加と考えていただきたいと
の本部の見解（宮城県支部代表も確認済）があったので，
全額ではなく，５０％按分で計上したものである。しかし，
なお，疑問が残るというのであれば，充当額の返還もや
ぶさかではない。

の４８ 相沢光哉 376 調査研究費 2,500
青協・日本協議会結
成４０周年係

年会費（９～１１月分）
支払先が「青協・日本協議会結成４０周年係」となって
いますが，「日本協議会」等の一般的な団体の年会費
との違いについて，説明願います。

支出対象期間を県議選の関係で９～１１月の３ヶ月分とし
たもの。
「４０周年係」の名称は，この年が結成４０周年の節目に
当たるため，年会費を増額したものと思われる。（こちらか
ら勝手に増額して送ったものではない。）。青協（＝青年協
議会）・日本協議会は，保守系団体として定期的な刊行物
を発行し，青年運動の実践に勉めており，青年県民層か
ら熱い支持がある。

ぬ１ 仁田和廣

297

～

329

事務所費　 750,000 ● 事務所賃貸料

事務所家賃に政務調査費を１００％充当した理由とし
て「政務活動のみに事務所を使用していたことを示す
資料を提出願います。
また，高熱水費への政務調査費の充当率５０％との違
いについて説明願います。

３月１１日発生の東日本大震災の被害の中心地に事務所
があり，震災後３日間で再建し，連日国道４５号線他地域
住民の復旧相談を受け，又，県，市への要望の場所と
なっており，１００％政務活動のみ事務所として使用したと
判断いたしました。ボランティアの皆さん，地域住民の皆
さん，ごくろう様です。
光熱費等は，電気，水道も含めて５０％しか可動していな
かったためです。
この事務所を使った結果，多賀城市，七ヶ浜町では食事
の提供がスムーズになり，仮設住宅の整備も早まり，復
旧の大きな要因になったものと思われます。

●は情報公開時黒塗り

別紙７

住民監査請求（平成２３年度政務調査費）に係る関係人（会派所属議員）調査結果（第２回）　　
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別紙８

(単位：円）

請求№ 資料№ 支出内容 主張区分 政務調査費充当額 不当な支出と主張する額 充当すべき額 基準違反と認められる額

う８ 40 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

う２３ 55
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 3,333 3,333 0 3,333

う２６ 58
仙台一高野球部ＯＢ広瀬会平成２４年度総会
費

オb 3,333 3,333 0 3,333

う３０ 62 会費 カ 2,666 2,666 0 2,666

12,665 12,665 0 12,665

え４ 68 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

え６ 70 会費 キ 3,333 3,333 0 3,333

え９ 73
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 3,333 3,333 0 3,333

9,999 9,999 0 9,999

お２ 77 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

3,333 3,333 0 3,333

か７ 91 会費 カ 666 666 0 666

か８ 92 女性部新年会費 カ 1,333 1,333 0 1,333

1,999 1,999 0 1,999

き８ 104 日本商工会議所青年部ＯＢ会会費 ク 15,000 15,000 0 15,000

き１８ 115 新春「伊藤康志大崎市長を囲む会」参加会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

18,333 18,333 0 18,333

こ１ 128 女性部代表者会議懇親会費 カ 1,333 1,333 0 1,333

こ９ 136 泉区支部総会会費 カ 666 666 0 666

1,999 1,999 0 1,999

さ４ 140 故片桐勝一氏を偲ぶ会会費 イa　コ 4,000 4,000 0 4,000

さ１０ 148 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

さ１１ 149 会費 カ 2,000 2,000 0 2,000

さ１３ 151 いも煮会会費 エ　コ 2,666 2,666 0 2,666

さ１８ 156 会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

さ１９ 157 鎌田晙一師特授再住職稟承記念祝賀会会費 イa　コ 5,000 5,000 0 5,000

さ２６ 164 松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費 イa　コ 5,000 5,000 0 5,000

さ４１ 179
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 5,000 5,000 0 5,000

さ４２ 180 会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

さ４８ 186 宮城野区支部総会会費 カ 666 666 0 666

さ４９ 187 会費 カ 2,666 2,666 0 2,666

36,997 36,997 0 36,997

せ２ 203
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 3,333 3,333 0 3,333

3,333 3,333 0 3,333

そ３ 207 受章祝賀会参加費 エ　コ 5,000 5,000 0 5,000

そ１０ 215 故錦戸弦一先生を偲ぶ会会費 イa　コ 3,333 3,333 0 3,333

8,333 8,333 0 8,333

た３ 218 松島町２１世紀セミナー会費 カ 2,000 2,000 0 2,000

2,000 2,000 0 2,000

ち２ 221 東日本震災復興祈願祭 キ 2,000 2,000 0 2,000

2,000 2,000 0 2,000

つ５ 249 松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費 イa　コ 5,000 5,000 0 5,000

5,000 5,000 0 5,000

て４ 270 懇親会会費 カ 2,333 2,333 0 2,333

て５ 271 後援会懇談会費 カ 666 666 0 666

て７ 273 自民党部会総会会費 カ 2,000 2,000 0 2,000

て９ 275 新年顔合わせ会会費 カ 1,666 1,666 0 1,666

て１１ 277 風間康静後援会総会並びに新春の集い会費 カ 2,000 2,000 0 2,000

8,665 8,665 0 8,665

な１ 284 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

3,333 3,333 0 3,333

政務調査費使途基準に違反すると認められる支出一覧
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(単位：円）

請求№ 資料№ 支出内容 主張区分 政務調査費充当額 不当な支出と主張する額 充当すべき額 基準違反と認められる額

ぬ１ 297 ４月分事務所賃貸料 100,000 50,000 50,000 50,000

ぬ１ 301 事務所家賃代 100,000 50,000 50,000 50,000

ぬ１ 305 事務所家賃代 100,000 50,000 50,000 50,000

ぬ１ 309 事務所家賃代 100,000 50,000 50,000 50,000

ぬ１ 313 11月分家賃 50,000 25,000 50,000 0

ぬ１ 320 事務所家賃代 100,000 50,000 50,000 50,000

ぬ１ 329 1月分，2月分，修繕費 200,000 100,000 100,000 100,000

750,000 375,000 400,000 350,000

の２ 336 年会費 ク 5,000 5,000 0 5,000

の４ 338 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の５ 339 年会費 ク 5,000 5,000 0 5,000

の６ 339 年会費 オb 2,500 2,500 0 2,500

の９ 341 玉串料，直会料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の１０ 341 例祭玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の１２ 343 ２２～２３年度会費 イb　エ 27,500 27,500 0 27,500

の１４ 345 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の１５ 346 年会費 キ 5,000 5,000 0 5,000

の１７ 348 初穂料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の３４ 362 くさやの会会費 カ 666 666 0 666

の３６ 364 初穂料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の３７ 365 受章祝賀会参加費 コ 5,000 5,000 0 5,000

の４２ 370 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の４３ 371 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の４４ 372 平成２３年例大祭献饌式玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の４９ 377 熊谷大と県議会議員の会会費 カ 3,333 3,333 0 3,333

の５０ 378 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の５１ 379
東北学院中・高校同窓生親睦ゴルフコンペ懇
親会費

コ 2,666 2,666 0 2,666

の５３ 381 例祭初穂料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の５４ 382 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の５８ 386 後藤登氏旭日双光章受章祝賀会費 エ　コ 5,000 5,000 0 5,000

の６０ 388 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の６７ 394 開祖様生誕祭玉串 キ 5,000 5,000 0 5,000

の７０ 397 松良千廣先生藍綬褒章受章記念祝賀会会費 イa　コ 5,000 5,000 0 5,000

の７２ 399 年会費 ク 5,000 5,000 0 5,000

の７５ 402 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の８９ 416 御祈祷料代 キ 5,000 5,000 0 5,000

の９４ 420
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 3,333 3,333 0 3,333

の９５ 421 玉串料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の９７ 423 節分祭初穂料 キ 5,000 5,000 0 5,000

の１０１ 426 パーティ会費 カ 5,000 5,000 0 5,000

の１０６ 431 年会費 ウ 10,000 10,000 0 10,000

の１０７ 432 「渡辺様傘寿お祝い会」参加費 コ 5,000 5,000 0 5,000

の１０９ 434 故錦戸弦一先生を偲ぶ会会費 コ 3,333 3,333 0 3,333

188,331 188,331 0 188,331

ひ４ 442
土井とおる連合後援会チャレンジ２１時局講演
会並びに新春の集い会費

カ 5,000 5,000 0 5,000

5,000 5,000 0 5,000

1,061,320 686,320 400,000 661,320
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