
別表第２ （単位：円）

番号 所属会派
請求
番号

議員氏名 支払年月日 支払金額 使途項目 摘示事項 請求人の主張する違法・不当の理由 備考

1 自由民主党・県民会議 1 会派７名分 18.2.17 1,900,664 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

18.2.3～2.7研修費用個人負担分を除く7名分

2 自由民主党・県民会議 36 寺島英毅 18.2.17 259,534 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

領収書日付１８．３．３１、２月１７日振込分
タイ国外調査個人負担分

3 自由民主党・県民会議 42 安部孝 18.2.17 259,534 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

領収書日付１８．３．３１、２月１７日振込分
タイ分研修費用として

4 自由民主党・県民会議 51 小林正一
18.2.16
18.3.16

87,335 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

2月3日～7日、タイ視察

5 自由民主党・県民会議 70 安藤俊威 18.2.17 259,534 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

日本通運（株）仙台支店／ﾀｲ視察（2/3～７）研修費用として

6 自由民主党・県民会議 85 畠山和純 18.2.3～7 12,750 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

事務所～仙台空港間旅費（旅費規程により）

7 自由民主党・県民会議 94 仁田和廣 18.3.31 339,534 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　タイ視察調査（２月３日～７日）　　研修費

8 自由民主党・県民会議 104 菊地浩 18.3.31 367,500 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　タイ視察調査（２月３日～７日）　　研修費

9 自由民主党・県民会議 104 菊地浩 18.3.16 7,335 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　タイ視察調査（２月３日～７日）　　現地諸経費

10 自由民主党・県民会議 119 渡辺和喜 18.2.16 80,000 調査研究費 タイ視察2/3
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

タイ視察調査（２月３日～７日）航空機ビジネス席追加代

11 自由民主党・県民会議 1 会派11名分 18．3．31 3,384,525 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

18.3.25～3.29研修費用個人負担分を除く11名分

12 自由民主党・県民会議 31 須田善明 18.3.31 274,600 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

研修費用として　３月２５～２９日
会派海外視察（台湾）個人負担分

13 自由民主党・県民会議 51 小林正一 18.3.31 304,600 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

3月25日～29日、台湾、研修費用

14 自由民主党・県民会議 89 千葉達 18.3.31 304,600 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　台湾視察調査（３月２５日～２９日）　　研修費

15 自由民主党・県民会議 94 仁田和廣 18.3.31 60,000 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　台湾視察調査（３月２５日～２９日）　　研修費

16 自由民主党・県民会議 104 菊地浩 18.3.31 60,000 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

自由民主党・県民会議　台湾視察調査（３月２５日～２９日）　　航空機ビジネスクラス
代

17 自由民主党・県民会議 121 渡辺和喜 18.3.31 353,600 調査研究費 台湾視察3/25
年度末の残金消化。費用明細不明。
多人数視察不要

台湾調査視察（３月２５日～２９日）研修費

18 自由民主党・県民会議 41 安部孝 17.6.22 105,000 調査研究費 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ視察7/12
70％とした根拠が不明確。視察そのもの
が政務調査とはいえない

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ国等視察7/12～20、全体費用の７０％分の領収書である。

19 自由民主党・県民会議 35 寺島英毅 17.11.2 169,300 調査研究費 石垣市視察11.2 目的が不明確。単なる観光 １１月２日～５日、石垣市、旅費規程

20 自由民主党・県民会議 80 菊地健次郎 17.11.4 86,525 調査研究費
大宰府、湯布院、吉野ヶ
里遺跡

友好都市締結名目の観光
東北海外旅行（株）／１１／２１～２３多賀城市と太宰府市との友好都市締結式，湯
布院，豆田町及び吉野ヶ里遺跡視察用務

21 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.5.12 5,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 大崎地方県議員会、県政に係る意見交換会

22 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.6.11 3,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 黄綬褒章記念祝賀会会費

23 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.7.31 3,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 社会福祉協議会、敬風園祝う会会費

24 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.8.6 5,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない ルネサンスキャンペーンパーティ券

25 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.8.19 5,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 宮城県農業共済組合長会連絡会会費

26 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.8.28 3,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 県議会議長就任報告会費

27 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 17.10.28 5,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 古川黎明中・高等学校開校祝賀会費
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28 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 18.2.15 10,000 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 宮城県隊友会Ｈ１８特別会員会費

29 自由民主党・県民会議 24 佐々木征冶 18.2.20 3,500 調査研究費 会費支出 政務調査とはいえない 教育後援会懇談会費(松山高)

30 自由民主党・県民会議 30 須田善明 17.5.21 19,240 調査研究費
女川魚市場買受人協同
組合旅行参加

政務調査とはいえない ５月２１日～２２日、車賃

31 自由民主党・県民会議 30 須田善明 17.5.29 20,000 調査研究費
女川魚市場買受人協同
組合旅行参加

政務調査とはいえない
女川魚市場買受人協同組合
５月２１日～２２日調査時宿泊料分会費

32 自由民主党・県民会議 30 須田善明 17.12.2 5,000 調査研究費 日本製紙懇談会費 政務調査とはいえない 日本製紙株式会社石巻工場、懇談会費

33 自由民主党・県民会議 47 皆川章太郎 17.6.1 3,000 調査研究費 懇談会等会費 政務調査とはいえない
加美郡神社総代連合会、総会費として　国における教育基本法についての勉強と
日本古来の精神文化をどのように繁栄させていくのかその課題についての話し合い

34 自由民主党・県民会議 47 皆川章太郎 17.6.2 5,000 調査研究費 懇談会等会費 政務調査とはいえない
加美郡菓子同業組合、菓子組合会費
菓子業を営む各店における今後の対策及び県との連係について

35 自由民主党・県民会議 47 皆川章太郎 17.6.10 3,000 調査研究費 懇談会等会費 政務調査とはいえない
加美商工会、表彰式負担金
大型店進出にあたり商店街との共存対策について話し合い

36 自由民主党・県民会議 47 皆川章太郎 17.6.17 3,000 調査研究費 懇談会等会費 政務調査とはいえない
県藁工品振興対策協議会連合会、懇親会負担金　・全国でも有数の伝統ある藁工
品を今後どのように販売・向上させるか、その対策について

37 自由民主党・県民会議 56 池田憲彦 18.3.8 10,000 調査研究費 懇談会費用支出 政務調査とはいえない 華の会事務局、会議参加費として

38 自由民主党・県民会議 57 池田憲彦 17.6.23 5,000 会議費
懇親会費用支出の会議
費

政務調査とはいえない 石巻地区議員会・石巻記者クラブとの意見交換会並びに懇親会費用

39 自由民主党・県民会議 57 池田憲彦 17.8.19 5,000 会議費
懇親会費用支出の会議
費

政務調査とはいえない 議員と宮城ＮＯＳＡＩ組合長会との連絡会議時会費

40 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 17.5.26 5,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない （社）宮城県宅地建物取引業協会／総会懇親会会費

41 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 17.6.19 6,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない （社）宮城県隊友会／平成１７年度宮城県隊友会定期総会懇親会費

42 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 17.8.17 2,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない 宮城・ブラジル友好協会／ブラジル祭り参加費

43 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.1.5 3,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない 新春を寿く市民の集い事務局／平成１８年「新春を寿く市民の集い」会費

44 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.1.6 2,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない 蔵王町公民館長／平成１８年蔵王町新春賀詞交歓会会費

45 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.1.15 6,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない （社）宮城県隊友会／平成１８年度宮城県隊友会信念祝賀会会費

46 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.1.19 16,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会／宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１，００
０円，懇親会費１５，０００円）

47 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.1.23 5,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない
蔵王町企業振興連絡協議会長／平成１８年蔵王町企業振興連絡協議会「新春懇
談会」参加費

48 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.2.25 4,000 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない 白石市体育協会／新春を寿く会及び祝賀会懇親会会費

49 自由民主党・県民会議 69 安藤俊威 18.3.19 3,500 調査研究費 懇親会等費用支出 政務調査とはいえない 斎川鹿の子牧野組合／鹿の子沼改修工事完成記念祝賀会会費

50 自由民主党・県民会議 99 藤倉知格 17.6.5 6,000 調査研究費 会費支出の調査研究費 政務調査とはいえない 芸術文化振興議員連盟会長として仙台オペラ協会幹部との意見交換会費

51 自由民主党・県民会議 99 藤倉知格 17.6.19 4,000 調査研究費 会費支出の調査研究費 政務調査とはいえない 黒川郡柔道協会総会会費関係者との懇談会会費

52 自由民主党・県民会議 99 藤倉知格 18.1.26 3,000 調査研究費 会費支出の調査研究費 政務調査とはいえない 商工振興懇談会負担金

53 自由民主党・県民会議 99 藤倉知格 18.3.4 5,000 調査研究費 会費支出の調査研究費 政務調査とはいえない 自衛隊関連団体と防衛議連との懇談会

54 自由民主党・県民会議 100 藤倉知格 17.8.19 5,000 研修費 懇談会費支出の研修費 政務調査とはいえない 宮城県農業共済組合長会連絡会会費

55 自由民主党・県民会議 100 藤倉知格 18.1.19 16,000 研修費 懇談会費支出の研修費 政務調査とはいえない 宮城・山形両県議会議員交流会
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56 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 18.1.19 26,000 調査研究費 懇談会費の支出 政務調査とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１０００円，懇談会費１５０００円，宿泊料１０
０００円）

57 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.5.10 10,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 宮城・岩手県境議員懇談会会費

58 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.5.14 1,500 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない ＴＧ十五日会出席費（私学運営に対する意見交換会）

59 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.5.22 2,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない これからの栗原市を考える懇談会会費

60 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.5.22 2,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 登米市市長及び国会議員との意見交換

61 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.6.23 5,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 平成１７年度南三陸ふるさと連合会総会会費

62 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.6.23 5,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 台湾との友好親善会議

63 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.7.2 10,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 安田恒人先生の叙勲受章を祝う会会費（医師会会員との懇親会）

64 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.9.24 10,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 平成１７年度東京歌津会総会会費（東京・関東在住歌津出身者との懇談会

65 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 17.12.13 4,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 仙台市との懇談会

66 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 18.1.19 16,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１０００円，懇談会費１５０００円，宿泊料１０
０００円）

67 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 18.1.21 4,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 本吉唐桑商工会　平成１８年新春後援会並びに信念懇親会会費

68 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 18.2.21 5,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 建国記念の日を祝う宮城県民大会会費

69 自由民主党・県民会議 106 髙橋長偉 18.3.8 10,000 調査研究費
懇親会等支出の調査研
究費

政務調査とはいえない 在仙経済人との懇談会

70 自由民主党・県民会議 109 相沢光哉 18.1.19 16,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１０００円，懇談会費１５０００円，宿泊料１０
０００円）

71 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.4.9 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 古川市内少年野球育成会総会会費

72 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.4.27 3,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 平成１７年度古川商工会議所議員懇談会会費

73 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.5.12 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 平成１７年度県政に係る意見交換会会費（大崎地方県議員会）

74 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.5.27 7,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 酒造りサミット賞味会参加費

75 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.5.28 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない あぐりねっと２１活動交流会会費

76 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.6.3 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 知的障害者通所授産施設工房パルコ落成記念式典会費

77 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.8.19 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 県会議員と宮城県農業共済組合長会連絡会会費

78 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.11.17 6,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 古川商工会議所女性会創立３０周年記念式典会費

79 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.11.29 3,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 「ありがとう古川」２００６年新年祝賀会会費

80 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 17.12.13 4,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 活力仙台を支援する会懇談会会費

81 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 18.1.19 26,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１０００円，懇談会費１５０００円，宿泊料１０
０００円）

82 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 18.1.20 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない 古川市工業会創立３０周年記念式典祝賀会負担金

83 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 18.2.5 10,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない おおさき地域新春交流大会会費
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84 自由民主党・県民会議 115 伊藤康志 18.2.9 5,000 調査研究費 会費等支出 政務調査とはいえない みやぎ文化・ＰＦＩ協会意見交換会会費

85 自由民主党・県民会議 122 渡辺和喜 18.1.19 16,000 研修費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１０００円，懇談会費１５０００円）

86 自由民主党・県民会議 126 今野隆吉 17.9.16 6,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 平成１７年度泉区選出の市議・県議との懇談会参加費

87 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.5.10 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 宮城・岩手県境議員懇談会会費

88 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.5.22 2,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない スポーツ関係懇談会

89 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.5.25 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 登米会懇親会費

90 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.6.14 3,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 登米地区工業会通常総会懇親会費

91 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.6.7 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 懇話会費

92 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.7.14 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 市政及び県政運営についての意見交換会費

93 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.11.20 5,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 登米市スポーツ少年団野球協議会

94 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 17.11.25 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 登米市政懇談会

95 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 18.1.10 7,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 登米市商工懇談会費

96 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 18.1.30 10,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議会

97 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 18.2.23 20,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 青年新聞　放談会会費

98 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 18.3.23 5,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない 医師確保対策協議会会議費

99 自由民主党・県民会議 130 千葉正美 18.3.24 5,000 調査研究費 懇談会費支出 政務調査とはいえない みやぎ登米農協　日本農業賞祝賀会（懇話会費）

100 自由民主党・県民会議 5 石川光次郎 18.2.15 1,500 研修費 神道政治連盟の研修費 政務調査とはいえない 神道政治連盟宮城県支部、時局講演会参加費

101 自由民主党・県民会議 8 外崎浩子 18.2.9 5,000 研修費 2.9意見交換会費 政務調査とはいえない みやぎ文化・ＰＦＩ協会、意見交換会費

102 自由民主党・県民会議 32 須田善明 17.6.10 30,000 研修費
自民党宮城県青年議員
連盟東京セミナー参加

政務調査とはいえない
自由民主党宮城県青年議員連盟
「自由民主党宮城県青年議員連盟平成１７年東京セミナー」参加費

103 自由民主党・県民会議 81 菊地健次郎 17.11.11 10,416 調査研究費
伊藤信太郎、秋葉賢也国
会議員訪問宿泊費支出

政務調査とはいえない １１／１０～１１／１１伊藤信太郎国会議員及び秋葉賢也国会議員訪問宿泊費

104 自由民主党・県民会議 82 菊地健次郎 18.2.9 8,000 調査研究費 意見交換会会費支出 政務調査とはいえない みやぎ文化・PFI協会／意見交換会（５，０００円）及び設立５周年記念講演会会費

105 自由民主党・県民会議 83 菊地健次郎 18.2.8 10,000 研修費
神道政治連盟宮城県本
部議員連絡協議会費

政務調査とはいえない 神道政治連盟宮城県本部議員連絡協議会／研修会（研修会及び機関誌）費用

106 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 17.11.20 13,000 調査研究費 京王プラザ宿泊代の支出 政務調査とはいえない
１１月９日文教警察委員会県外調査，１０日午前　県物産間調査（東京都池袋），午
後東京都庁にて全員監査委員会議

107 自由民主党・県民会議 111 相沢光哉 17.7.27 333,043 広報費
政治団体主催の県政報
告会関係経費

政務調査とはいえない 県政報告会（按分５０％）

108 自由民主党・県民会議 111 相沢光哉 17.9.26 94,500 広報費
政治団体主催の県政報
告会関係経費

政務調査とはいえない 県政報告会（按分５０％）

109 自由民主党・県民会議 111 相沢光哉 17.12.20 342,263 広報費
政治団体主催の県政報
告会関係経費

政務調査とはいえない 県政報告会（按分５０％）

110 自由民主党・県民会議 113 大沼迪義 17.6.8 30,000 資料購入費
仙台自由人クラブ会費支
出

政務調査とはいえない

111 自由民主党・県民会議 120 渡辺和喜 18.2.15 1,500 調査研究費 神道政治連盟会費支出 政務調査とはいえない 神道政治連盟宮城県本部時局講演会参加費
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112 自由民主党・県民会議 124 渡辺和喜 18.3.10 1,347 事務費 妻名義の電話代 政務調査とはいえない 電話料（２月分）　按分５０％

113 自由民主党・県民会議 124 渡辺和喜 18.4.10 1,347 事務費 妻名義の電話代 政務調査とはいえない 電話料（３月分）　按分５０％

114 自由民主党・県民会議 50 小林正一 17.7.17 58,800 調査研究費
北海道スカイ＆ビアフェス
タちとせ経費

観光協会役員としての参加で政務調査と
はいえない

7月16日～18日千歳市役所市民広場
全国の民間空在都市の関係者が参加し問題提起や意見交換を行い、同時に観光
施策について視察や意見交換を行い各県人会の皆さんと交流を深める事業

115 自由民主党・県民会議 50 小林正一 17.11.7 105,900 調査研究費
名取市民のつばさ関係経
費

観光協会役員としての参加で政務調査と
はいえない

11月16日～18日、高松市・小豆島　　１１．７：73,500円参加費、30,000円負担金
１１．１８：2,400円駐車場料金　　名取市観光協会主催の仙台空港利用促進目的と
観光施策を視察する事業に参加したもの

116 自由民主党・県民会議 52 小林正一 17.11.24 19,000 研修費
役員先進地視察時負担
金支出

観光協会役員としての参加で政務調査と
はいえない

名取市観光協会の法人化についてその経過と問題点について水沢観光協会の役
員と事務局長から説明を受け意見交換

117 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 17.10.1 22,840 調査研究費
全日本スキー連盟東北ブ
ロック会議（鳴子）旅費

政務調査とはいえない
全日本スキー連盟東北ブロック会議及び各県運営状況意見交換（鳴子　１０月１日
～２日）

118 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 17.11.14 29,215 調査研究費 天童のホテル宿泊費 政務調査とはいえない 東北地域のスポーツ強化の現状とその対策（天童　１１月１３日～１４日）

119 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 18.3.31 72,950 調査研究費
名古屋・東京スケートリン
ク調査の支出

政務調査とはいえない 名古屋・東京スケートリンク調査（３月２１日～２２日）　　　研修費

120 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 18.3.21 11,180 調査研究費
名古屋・東京スケートリン
ク調査の支出

政務調査とはいえない 名古屋・東京スケートリンク調査（３月２１日～２２日）　　お土産代他

121 自由民主党・県民会議 103 菊地浩 18.3.21 1,780 調査研究費
名古屋・東京スケートリン
ク調査の支出

政務調査とはいえない 名古屋・東京スケートリンク調査（３月２１日～２２日）　　タクシー代

122 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.4.28 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

123 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.5.30 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

124 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.6.29 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

125 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.7.29 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

126 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.8.30 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

127 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.9.29 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

128 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.10.31 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

129 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.11.30 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

130 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 17.12.28 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

131 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 18.1.27 90,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

132 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 18.2.27 100,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

133 自由民主党・県民会議 102 藤倉知格 18.3.26 90,000 人件費
3 人の調査研究補助費の
人件費

勤務実態が不明である 調査研究補助員謝金（按分５０％）

134 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.4.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

135 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.5.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

136 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.6.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

137 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.7.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

138 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.8.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない
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139 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.9.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

140 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.10.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

141 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.11.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

142 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 17.12.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

143 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 18.1.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

144 自由民主党・県民会議 107 髙橋長偉 18.3.20 730 資料購入費 定期購読の文芸春秋
定期購読の文芸春秋への支出は認めら
れない

145 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 17.6.7 3,360 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（中国紀行）

146 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 17.7.22 3,920 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（中国悠遊紀行）

147 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 17.12.11 3,010 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（中国悠遊紀行）

148 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 18.1.11 6,843 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（シルクロード紀行）

149 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 18.1.31 7,680 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（シルクロード紀行）

150 自由民主党・県民会議 123 渡辺和喜 18.2.13 560 資料購入費
中国関係の紀行本への支
出

中国関係の紀行本への支出は認められ
ない

本代（シルクロード紀行）

151 自由民主党・県民会議 59 池田憲彦 18.4.1 2,940 資料購入費 年度誤り
18.4.1 支出分は17 年度に計上すべきで
はない

ヤマト屋書店、書籍代として

152 フロンティアみやぎ 5 本木忠一 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28 明細不明，多人数で視察の必要ない インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

153 フロンティアみやぎ 10 長谷川洋一 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28 明細不明，多人数で視察の必要ない インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

154 フロンティアみやぎ 24 佐々木敏克 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28 明細不明，多人数で視察の必要ない インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

155 フロンティアみやぎ 29 小野隆 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28
明細不明，多人数で視察の必要ない。保
険料は保険期間が(6.24～28)で不当

インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

156 フロンティアみやぎ 35 川嶋保美 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28 明細不明，多人数で視察の必要ない インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

157 フロンティアみやぎ 43 渥美巖 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28
明細不明，多人数で視察の必要ない。保
険料は保険期間が(6.24～28)で不当

インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

158 フロンティアみやぎ 47 長谷川章 17.5.23 300,000 調査研究費 ｲﾝﾄﾞｼﾅ視察5.24～28
明細不明，多人数で視察の必要ない。保
険料は保険期間が(6.24～28)で不当

インドシナ調査団旅行代金（日本通運）

159 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.4.15 3,000 調査研究費 懇談会費等4/15 政務調査費とはいえない 「結城登美雄さんの芸術選奨受賞を祝う会」会費

160 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.5.31 5,000 調査研究費 懇談会費等5/31 政務調査費とはいえない 丹東市人民政府代表団歓迎交流会費

161 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.8.19 5,000 調査研究費 懇談会費等8/19 政務調査費とはいえない 県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議会費

162 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.9.25 3,000 調査研究費 懇談会費等9/25 政務調査費とはいえない スカイネット角田懇親会会費

163 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.11.16 4,000 調査研究費 懇談会費等11/16 政務調査費とはいえない 市Ｐ連合同教育懇談会・懇親会費

164 フロンティアみやぎ 9 長谷川洋一 17.11.26 6,000 調査研究費 懇談会費等11/26 政務調査費とはいえない 韓国．国際文化大学院大学校歓迎交流会

165 フロンティアみやぎ 11 長谷川洋一 17.7.9 8,000 研修費 懇談会費等7/9 政務調査費とはいえない 新樹会東北セミナー（宮城新樹会）

166 フロンティアみやぎ 11 長谷川洋一 17.12.17 18,000 研修費 懇談会費等12/17 政務調査費とはいえない 農家委員・市町・理事との懇談会負担金
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167 フロンティアみやぎ 11 長谷川洋一 17.12.17 4,000 研修費 懇談会費等12/19 政務調査費とはいえない 三水会、大坊会、議員会の合同懇談会費

168 フロンティアみやぎ 16 渡辺忠悦 17.7.14 10,000 調査研究費 会費等7/14 政務調査費とはいえない 市政及び県政運営についての意見交換会費

169 フロンティアみやぎ 16 渡辺忠悦 17.8.19 5,000 調査研究費 会費等8/19 政務調査費とはいえない 県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議会費

170 フロンティアみやぎ 16 渡辺忠悦 17.10.8 3,000 調査研究費 会費等10/8 政務調査費とはいえない 第５回東日本和牛能力共進会出品報告会負担金

171 フロンティアみやぎ 16 渡辺忠悦 17.12.18 3,000 調査研究費 会費等12/18 政務調査費とはいえない 第３７回在宅心身障害児者クリスマス会参加費

172 フロンティアみやぎ 16 渡辺忠悦 18.3.23 5,000 調査研究費 会費等3/23 政務調査費とはいえない 医師確保対策協議会会議費

173 フロンティアみやぎ 19 伊勢敏 17.10.15 5,000 調査研究費 懇談会費10/15 政務調査費とはいえない 懇談会会費（みやぎの誇りを守る！県民の会）

174 フロンティアみやぎ 34 川嶋保美 17.5.10 10,000 調査研究費 懇談会費5/10 政務調査費とはいえない 第１４回宮城・岩手県境議員懇談会会費

175 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.4.1 120,000 調査研究費 懇談会費等4/1 政務調査費とはいえない 倫理法人会費（一年分）１６年度分

176 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.4.16 7,000 調査研究費 懇談会費等4/16 政務調査費とはいえない 平成１７年度総会・懇親会会費（宮城県ボート協会）

177 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.5.10 10,000 調査研究費 懇談会費等5/10 政務調査費とはいえない 第１４回宮城・岩手県境議員懇談会会費

178 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.5.25 10,000 調査研究費 懇談会費等5/25 政務調査費とはいえない 登米会懇親会費（意見交換会を目的とした会議）

179 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.6.17 3,000 調査研究費 懇談会費等6/17 政務調査費とはいえない
懇親会負担金（県内外の藁工品の動向についての勉強会と本県行政に対しての要
望を聞く会でもありました。）

180 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.8.19 5,000 調査研究費 懇談会費等8/19 政務調査費とはいえない 県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議会費

181 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.9.30 60,000 調査研究費 懇談会費等9/30 政務調査費とはいえない 会費（４月～９月）（登米市倫理法人会）

182 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.10.8 3,000 調査研究費 懇談会費等10/8 政務調査費とはいえない 第５回東日本和牛能力共進会出品報告会負担金

183 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.11.16 5,000 調査研究費 懇談会費等11/16 政務調査費とはいえない 第６０回国民体育大会出場選手・監督等報告会参加費（登米市体育協会）

184 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.11.20 5,000 調査研究費 懇談会費等11/20 政務調査費とはいえない ２０周年記念大会（登米市スポーツ少年団野球協議会）

185 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.11.25 10,000 調査研究費 懇談会費等11/25 政務調査費とはいえない 登米市政懇談会費（登米市選出議員会主催）

186 フロンティアみやぎ 37 袋正 17.12.18 3,000 調査研究費 懇談会費等12/18 政務調査費とはいえない 第３７回在宅心身障害児者クリスマス会参加費

187 フロンティアみやぎ 38 袋正 17.7.14 10,000 会議費 意見交換会費7/14 政務調査費とはいえない 市政及び県政運営についての意見交換会費

188 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.5.15 5,000 調査研究費 懇談会費等5/15 政務調査費とはいえない 隊友会東松島支部懇親会費（騒音問題等、基地の民生安定対策等を意見交換）

189 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.5.16 6,000 調査研究費 懇談会費等5/16 政務調査費とはいえない 平成１７年度管内選出県議会議員との意見交換会懇談会負担金

190 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.5.18 5,000 調査研究費 懇談会費等5/18 政務調査費とはいえない 商工会青年部総会懇親会費

191 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.6.19 6,000 調査研究費 懇談会費等6/19 政務調査費とはいえない 平成１７年度宮城県隊友会定期総会懇親会費

192 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.6.23 5,000 調査研究費 懇談会費等6/23 政務調査費とはいえない 宮城県議会石巻地区議員会と石巻記者クラブとの意見交換会並びに懇親会費用

193 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.6.25 5,000 調査研究費 懇談会費等6/25 政務調査費とはいえない 鳴瀬町体育協会解散記念式会費

194 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.7.7 2,000 調査研究費 懇談会費等7/7 政務調査費とはいえない 平成１７年度矢本・日韓友好協会総会会費



番号 所属会派
請求
番号

議員氏名 支払年月日 支払金額 使途項目 摘示事項 請求人の主張する違法・不当の理由 備考

195 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.7.10 5,000 調査研究費 懇談会費等7/10 政務調査費とはいえない 平成１７年度東松島市ソフトボール協会設立総会懇親会費

196 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.7.31 2,000 調査研究費 懇談会費等7/31 政務調査費とはいえない 平成１７年度文英女子中学校相互交流事業（受入）お別れパーティー代

197 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.8.1 2,000 調査研究費 懇談会費等8/1 政務調査費とはいえない 懇談会昼食代（女川原発問題関係）（東北電力株石巻営業所）

198 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.8.4 5,000 調査研究費 懇談会費等8/4 政務調査費とはいえない 杉山新司令を囲む会会費（松島基地騒音等意見交換）

199 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.8.19 5,000 調査研究費 懇談会費等8/19 政務調査費とはいえない 県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議会費

200 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.8.28 3,000 調査研究費 懇談会費等8/28 政務調査費とはいえない 航空祭祝賀会会費（松島基地と市観光協会主催、基地対策意見聴取）

201 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.9.30 6,000 調査研究費 懇談会費等9/30 政務調査費とはいえない 松島基地松友会費（農家と基地との意見交換の場、騒音等問題の調査）

202 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.10.21 5,000 調査研究費 懇談会費等10/21 政務調査費とはいえない 赤井ビクトリースポーツ少年団若鷹旗杯争奪少年野球大会優勝祝賀会会費

203 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.10.27 3,000 調査研究費 懇談会費等10/27 政務調査費とはいえない 市政懇談会負担金（商業・流通政策調査）　　（東松島市商工会）

204 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.11.29 5,000 調査研究費 懇談会費等11/29 政務調査費とはいえない 南区振興懇話会会費

205 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.2 5,000 調査研究費 懇談会費等12/2 政務調査費とはいえない 懇談会費（日本製紙㈱石巻工場）

206 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.3 3,000 調査研究費 懇談会費等12/3 政務調査費とはいえない 東松島市野球協会設立記念式典会費（意見交換会費）

207 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.7 5,000 調査研究費 懇談会費等12/7 政務調査費とはいえない 平成１７年度スポーツ指導者協議会懇親会費（指導者との意見交換会）

208 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.9 3,000 調査研究費 懇談会費等12/9 政務調査費とはいえない 地域活性化懇談会負担金（東松島市商工会）

209 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.16 6,000 調査研究費 懇談会費等12/16 政務調査費とはいえない 私立幼稚園ＰＴＡ懇談会会費（幼稚園に対する県費助成等）

210 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 17.12.17 3,000 調査研究費 懇談会費等12/17 政務調査費とはいえない 研究会の懇親会費（港湾整備等に関する勉強会後の懇親会）

211 フロンティアみやぎ 42 渥美巖 18.1.14 2,000 調査研究費 懇談会費等1/14 政務調査費とはいえない 大塩地区新春夢かたり会参加費（大塩地区コミュニティ推進協議会）

212 フロンティアみやぎ 46 長谷川章 17.5.10 10,000 調査研究費 懇談会費5/10 政務調査費とはいえない 第１４回宮城・岩手県境議員懇談会会費

213 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.4.25 14,004 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ２－３月分水道料

214 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.4.20 7,916 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ４月分電気料

215 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.4.28 8,548 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代

216 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.4.25 4,804 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ３月分コピーサービス料

217 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.5.2 10,623 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ４月分電話代

218 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.5.23 5,761 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ５月分電気料

219 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.5.31 6,405 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代

220 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.5.23 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

221 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.5.31 9,992 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ５月分電話代

222 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.6.21 5,161 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ６月分電気料
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223 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.6.27 16,698 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 水道料

224 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.6.23 4,466 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

225 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.6.30 13,826 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ６月分電話代

226 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.7.21 4,378 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ７月分電気料

227 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.7.25 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

228 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.8.1 10,403 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ７月分電話代

229 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.8.23 5,024 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ８月分電気料

230 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.8.25 15,979 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ６－７月分水道料

231 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.8.23 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

232 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.8.31 10,367 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ８月分電話代

233 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.9.21 5,331 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ９月分電気料

234 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.9.26 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

235 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.9.30 9,913 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ９月分電話代

236 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.10.21 4,601 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １０月分電気料

237 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.10.25 17,186 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ８－９月分水道料

238 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.10.31 12,302 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １０月分電話代

239 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.11.21 4,981 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １１月分電気料

240 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.11.30 4,768 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代

241 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.11.30 10,190 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １１月分電話代

242 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.11.24 3,824 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

243 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.11.24 22,888 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

244 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.12.20 7,927 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １２月分電気料

245 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.12.26 14,722 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １０－１１月分水道料

246 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.12.29 14,087 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代

247 フロンティアみやぎ 32 小野隆 17.12.26 5,439 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

248 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.1.4 10,442 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １２月分電話代

249 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.1.23 11,228 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １月分電気料

250 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.1.31 26,930 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代
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251 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.1.23 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

252 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.1.31 10,773 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない １月分電話代

253 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.2.20 9,021 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ２月分電気料

254 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.2.27 13,825 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 水道料

255 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.2.23 3,570 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

256 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.2.28 11,256 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ２月分電話代

257 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.3.23 8,752 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ３月分電気料

258 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.3.23 7,190 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない コピーサービス料

259 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.3.30 45,048 事務所費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない 灯油代

260 フロンティアみやぎ 32 小野隆 18.3.31 11,207 事務費
小野実業宛の領収書の支
出

政務調査費とはいえない ３月分電話代

261 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 178,000 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ４月分（別紙支払証明書のとおり）

262 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 163,491 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ５月分（別紙支払証明書のとおり）

263 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 195,791 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ６月分（別紙支払証明書のとおり）

264 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 323,582 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ７月分（別紙支払証明書のとおり）

265 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 316,165 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ８月分（別紙支払証明書のとおり）

266 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 85,811 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ９月分（別紙支払証明書のとおり）

267 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 144,500 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない １０月分（別紙支払証明書のとおり）

268 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 179,500 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない １１月分（別紙支払証明書のとおり）

269 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 48,500 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない １２月分（別紙支払証明書のとおり）

270 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 136,000 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない １月分（別紙支払証明書のとおり）

271 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 117,500 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ２月分（別紙支払証明書のとおり）

272 フロンティアみやぎ 33 川嶋保美 53,500 調査研究費
県内旅費(17.4～18.3月)
の支出

政務調査費とはいえない ３月分（別紙支払証明書のとおり）

273 民主フォーラム 2 会派 17.11.16 18,529 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない 旅費支給（仙台空港まで6名分）

274 民主フォーラム 2 会派 17.11.18 18,529 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない 旅費支給（自宅まで6名分）

275 民主フォーラム 2 会派 18.3.31 9,800 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない JTB東北：キャンセル料

276 民主フォーラム 2 会派 17.11.17 222,755 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない ホテル宿泊料

277 民主フォーラム 2 会派 17.11.10 323,880 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない 航空券代

278 民主フォーラム 2 会派 17.11.16 6,300 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない 仙台エアポートサービス：萩の月
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279 民主フォーラム 2 会派 17.11.21 68,000 調査研究費 韓国視察11/10 内容不明，多人数での視察の必要ない 視察経費（バス借上、高速道路代　等）

280 民主フォーラム 3 菅原実 17.4.25 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費４月分

281 民主フォーラム 3 菅原実 17.5,23 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費５月分

282 民主フォーラム 3 菅原実 17.6.23 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費６月分

283 民主フォーラム 3 菅原実 17.7.25 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費７月分

284 民主フォーラム 3 菅原実 17.8.23 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費８月分

285 民主フォーラム 3 菅原実 17.9.26 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費９月分

286 民主フォーラム 3 菅原実 17.10.24 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費１０月分

287 民主フォーラム 3 菅原実 17.11.24 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費１１月分

288 民主フォーラム 3 菅原実 17.12.26 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費１２月分

289 民主フォーラム 3 菅原実 18.1.23 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費１月分

290 民主フォーラム 3 菅原実 18.2.25 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費２月分（請求書宮城県仙台泉倫理法人会発行）

291 民主フォーラム 3 菅原実 18.3.1 10,000 調査研究費 (社)倫理研究所の会費 政務調査費とはいえない （社）倫理研究所法人会費３月分（請求書宮城県仙台泉倫理法人会発行）

292 民主フォーラム 4 菅原実 17.5.28 2,000 研修費
仙台泉倫理法人会の経
費

政務調査費とはいえない 仙台泉倫理法人会：研修会費

293 民主フォーラム 4 菅原実 17.7.13 1,600 研修費
仙台泉倫理法人会の経
費

政務調査費とはいえない 仙台泉倫理法人会：研修会費

294 民主フォーラム 4 菅原実 18.2.6 4,000 研修費
仙台泉倫理法人会の経
費

政務調査費とはいえない 仙台泉倫理法人会：研修会費

295 民主フォーラム 4 菅原実 18.3.22 3,500 研修費
仙台泉倫理法人会の経
費

政務調査費とはいえない 仙台泉倫理法人会：研修会費

296～
370
民主フォーラム 10 坂下賢

17.4.4～
18.3.31

25,640 資料購入費 週刊誌等の購入
コンビニでの年60冊以上の週刊誌購入。
政務調査費とはいえない

75件の支出

371～
481
民主フォーラム 13 加賀剛

17.4.11～
18.3.5

39,760 資料購入費 週刊誌等の購入
コンビニでの年80冊以上の週刊誌購入。
政務調査費とはいえない

111件の支出

482 民主フォーラム 26 坂下康子 17.5.3 950 調査研究費 ｼｬｶﾞｰﾙ展 政務調査費とはいえない 諸橋近代美術館

483 民主フォーラム 26 坂下康子 18.3.1 126,000 調査研究費 yonosuke.com3/1 政務調査費とはいえない yonosuke.com：調査・報告一式代

484 民主フォーラム 5 菅原実 17.4.21 59,850 会議費 資料印刷費4/21 会議費から支出すべきでない 北振印刷㈱　

485 民主フォーラム 5 菅原実 17.10.3 50,000 会議費 資料印刷費10/3 会議費から支出すべきでない 北振印刷㈱　

486 民主フォーラム 5 菅原実 17.11.2 23,100 会議費 資料印刷費11/2 会議費から支出すべきでない 北振印刷㈱　

487 民主フォーラム 7 菅原実 18.1.18 1,680 資料購入費
千年の名文すらすら源氏
物語

支出は不当 熊谷書店

488 民主フォーラム 16 遊佐美由紀 18.4.6 30,000 研修費 18.4.6支出の研修費 １７年度に計上すべきでない 家族心理士・家族相談士資格認定機構

489 民主フォーラム 20 藤原範典 17.7.11 10,000 調査研究費
7/11せんだいみやぎNPO
センター

２重支出 せんだいみやぎNPOセンター：郵便振込

490 民主フォーラム 20 藤原範典 17.7.11 10,000 調査研究費
7/11せんだいみやぎNPO
センター

２重支出 せんだいみやぎNPOセンター：年会費
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491 民主フォーラム 20 藤原範典 18.3.22 10,000 調査研究費 3/22政策分析ネットワーク ２重支出 政策分析ネットワーク：郵便振込

492 民主フォーラム 20 藤原範典 18.3.28 10,000 調査研究費 3/22政策分析ネットワーク ２重支出 政策分析ネットワーク：年会費

493 社民党県議団 3 熊谷義彦 17.8.19 5,000 調査研究費 会費8/19 政務調査費とはいえない
宮城県農業共済組合長会／県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議時会
費

494 社民党県議団 3 熊谷義彦 17.9.15 2,000 調査研究費 会費9/15 政務調査費とはいえない JTUC連合宮城／議員懇談会会費

495 社民党県議団 4 熊谷義彦 17.5.10 10,000 会議費 懇談会費5/10 政務調査費とはいえない 宮城・岩手県境議員連盟／第１４回宮城・岩手県境議員懇親会会費

496 社民党県議団 12 岩渕義教 17.4.27 3,000 調査研究費 懇談会費等4/27 政務調査費とはいえない 古川商工会議所／平成１７年度古川商工会議所議員懇談会会費

497 社民党県議団 12 岩渕義教 17.5.12 5,000 調査研究費 懇談会費等5/12 政務調査費とはいえない 大崎地方県議員会／平成１７年度県政に係る意見交換会会費

498 社民党県議団 12 岩渕義教 17.8.19 5,000 調査研究費 懇談会費等8/19 政務調査費とはいえない
宮城県農業共済組合長会／県議会議員と宮城NOSAI組合長会との連絡会議時会
費

499 社民党県議団 12 岩渕義教 17.10.24 3,000 調査研究費 懇談会費等10/24 政務調査費とはいえない 古川市元市議員懇話会／古川市元市議員懇話会会費

500 社民党県議団 12 岩渕義教 17.12.6 5,000 調査研究費 懇談会費等12/6 政務調査費とはいえない 宮城県社会保険退職者友の会／　宮城県社会保険退職者友の会懇談会会費

501 社民党県議団 5 熊谷義彦 18.2.4 4,016 広報費
農業を考える栗原会議の
チラシ代

政務調査費とはいえない （有）菅原新聞店／チラシ代（１／２）

502 社民党県議団 5 熊谷義彦 18.2.4 6,615 広報費
農業を考える栗原会議の
チラシ代

政務調査費とはいえない （株）長谷川新聞店／チラシ代（１／２）

503 社民党県議団 5 熊谷義彦 18.2.4 2,362 広報費
農業を考える栗原会議の
チラシ代

政務調査費とはいえない （有）真山新聞店／チラシ代（１／２）

504 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.4.30 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／４月分事務所賃貸料（１／２）

505 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.5.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／５月分事務所賃貸料（１／２）

506 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.6.30 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／６月分事務所賃貸料（１／２）

507 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.7.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／７月分事務所賃貸料（１／２）

508 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.8.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／８月分事務所賃貸料（１／２）

509 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.9.30 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／９月分事務所賃貸料（１／２）

510 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.10.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／１０月分事務所賃貸料（１／２）

511 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.11.30 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／１１月分事務所賃貸料（１／２）

512 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.12.28 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／１２月分事務所賃貸料（１／２）

513 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.1.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／１月分事務所賃貸料（１／２）

514 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.28 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／２月分事務所賃貸料（１／２）

515 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.3.31 25,000 事務所費
社会文化会館家賃の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田社会文化会館／３月分事務所賃貸料（１／２）

516 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.4.25 1,845 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田町長／４月分水道料及び下水道使用料（１／２）

517 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.4.26 3,060 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／４月分電気料（１／２）

518 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.5.27 3,292 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／５月分電気料（１／２）
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519 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.6.27 3,428 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／６月分電気料（１／２）

520 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.７.27 3,394 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／７月分電気料（１／２）

521 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.8.29 3,029 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／８月分電気料（１／２）

522 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.9.28 3,542 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／９月分電気料（１／２）

523 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.10.27 3,075 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／１０月分電気料（１／２）

524 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.1１.28 2,608 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／１１月分電気料（１／２）

525 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.12.8 2,680 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （株）成文石油／灯油（配達）８０㍑（１／２）

526 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.12.24 1,845 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 小牛田町長／１２月分水道料及び下水道使用料（１／２）

527 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.12.28 2,680 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （株）成文石油／灯油（配達）８０㍑（１／２）

528 社民党県議団 19 佐々木ひろし 17.12.26 2,459 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／１２月分電気料（１／２）

529 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.1.25 1,845 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 美里町長／１月分水道料及び下水道使用料（１／２）

530 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.1.10 1,029 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （有）斎林石油店／ガス代（１／２）

531 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.1.30 1,150 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （有）斎林石油店／ガス代（１／２）

532 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2 695 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （有）斎林石油店／灯油代（１／２）

533 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.24 2,787 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／２月分電気料（１／２）

534 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.18 1,540 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （株）成文石油／灯油（配達）４０㍑（１／２）

535 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.28 3,200 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （株）成文石油／灯油（配達）８０㍑（１／２）

536 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.28 4,023 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （有）斎林石油店／ガス及び灯油代（１／２）

537 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.2.24 1,845 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 美里町長／２月分水道料及び下水道使用料（１／２）

538 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.3.31 2,340 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （株）成文石油／灯油（配達）６０㍑（１／２）

539 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.3.31 1,053 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない （有）斎林石油店／ガス代（１／２）

540 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.3.27 1,845 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 美里町長／３月分水道料及び下水道使用料（１／２）

541 社民党県議団 19 佐々木ひろし 18.3.28 2,583 事務所費
社会党遠田支部宛の領
収書

政務調査費とはいえない 東北電力（株）／３月分電気料（１／２）

542 社民党県議団 7 熊谷義彦 18.4.28 780 資料購入費
18.4.28支出の資料購入
費

１７年度に計上すべきでない 長谷川書店／世界（書籍名）購入代

543 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 17.9.2 7,000 調査研究費 懇親会費9/2 政務調査費とはいえない 拓桃開所・開学５０周年記念事業実行委員会／開所・開学５０周年記念祝賀会会費

544 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 18.1.27 10,000 調査研究費 懇親会費1/27 政務調査費とはいえない 宮城県ゲートボール連盟／賛助会員会費（総会参加費）

545 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 18.1.29 12,500 調査研究費 懇親会費1/29 政務調査費とはいえない 仙台調理師真味会／総会参加費（１／２）

546 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 18.2.5 3,000 調査研究費 懇親会費2/5 政務調査費とはいえない 宮城県ラグビーフットボール協会／　新年会・懇親会費
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547 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 18.2.9 2,500 調査研究費 懇親会費2/9 政務調査費とはいえない 勾当台会館　／会議及朝食代

548 公明・２１世紀クラブ 2 小野寺初正 18.2.15 5,000 調査研究費 懇親会費2/15 政務調査費とはいえない 仙台商工会議所／商工会議所総会　及び懇親会

549 無所属の会 2 菊地文博 18.2.3 5,000 研修費 研修参加2/3の研修費 政務調査費とはいえない 仙台宮城野倫理法人会／研修会費

550 無会派 1 菊地浩 17.5.21 22,840 会議費
スキー連盟東北ブロック会
議5/21旅費

政務調査費とはいえない スキー連盟東北地区ブロック会議（鳴子町:5/21～22）

551 無会派 1 佐々木喜藏 18.2.9 5,000 調査研究費 意見交換会会費2/9 政務調査費とはいえない みやぎ文化・ＰＦＩ協会／　意見交換会費

552 無会派 2 佐々木喜藏 18.3.7 4,000 研修費 交流会参加費3/7 政務調査費とはいえない （財）みやぎ産業振興機構「みやぎ自動車産業振興フォーラム交流会」参加費

553 無会派 1 大沼迪義 17.12.21 3,623 会議費 懇親会費等12/6 政務調査費とはいえない ホテル仙台プラザ／会派勉強会（議会のあり方他）

554 無会派 1 大沼迪義 17.12.21 1,963 会議費 懇親会費等12/8 政務調査費とはいえない 三井ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ仙台／教育・ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟勉強会

555 無会派 1 大沼迪義 17.12.21 3,623 会議費 懇親会費等12/12 政務調査費とはいえない ホテル仙台プラザ／医療議員連盟勉強会

556 無会派 1 大沼迪義 18.1.19 16,000 会議費 懇親会費等1/19 政務調査費とはいえない
宮城・山形両県議会議員交流会／宮城・山形両県議会議員交流会（会議費１，００
０円，懇親会費１５，０００円）
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