
参加議員 佐々木　大介

研修日時 平成３０年８月６日（月）～８月８日（水）　３日間

研修場所 ７日　福岡県北九州市（ミクニワールドスタジアム３F　特別会議室）

　・北九州が進めるサブカル政策

　・稼ぐまちが地方を変える

８日　福岡県北九州市（北九州市議会）

　・洋上風力発電拠点化事業

　・北九州市フィルムコミッションについて

行程

詳細 金額 備考

石狩市内 新千歳空港 自車 －

新千歳空港 福岡空港 航空機利用 － 領収書①に含む

福岡空港
北九州市内
ホテル

レンタカー（自費） －

北九州市内
ホテル

ミクニワールド
スタジアム

徒歩 －

ミクニワールド
スタジアム

北九州市内
ホテル

徒歩 －

北九州市内
ホテル

北九州市議会 徒歩 －

北九州市議会 福岡空港 レンタカー（自費） －

福岡空港 新千歳空港 航空機利用 － 領収書①に含む

新千歳空港 石狩市内 自車 －

3,600 領収書③

宿泊費：8/6・8/7　ダイワロイネットホテル小倉前

864 支払証明書１

56,264

平成３０年度　自由民主クラブ　研究研修報告

出発 到着

8/6
（月）

パック料金振込手数料

パック
料金
内容

往復航空券：8/6 新千歳空港→福岡空港　8/8 福岡空港→新千歳空港
50,800 領収書①

領収書②

8/8
（水）

9:30～12:00　研修 北九州市議会 －

新千歳空港駐車場利用料

8/7
（火）

9:30～17:15　研修 ミクニワールドスタジアム 1,000





























参加議員 村上　求

研修日時 平成３０年８月２３日（木）～８月２４日（金）　２日間

研修場所 北海道大学公共政策大学院

行程

詳細 金額 備考

12:00 花川南4-5 12:19 麻生 中央バス 320 支払証明書　整理№1

12:30 麻生 12:40 札幌 地下鉄 250 支払証明書　整理№2

20:09 札幌 20:22 麻生 地下鉄 250 支払証明書　整理№3

20:32 麻生 20:50 花川南4-5 中央バス 320 支払証明書　整理№4

8:00 花川南4-5 8:19 麻生 中央バス 320 支払証明書　整理№5

8:30 麻生 8:40 札幌 地下鉄 250 支払証明書　整理№6

16:00 札幌 16:10 麻生 地下鉄 250 支払証明書　整理№7

16:20 麻生 16:40 花川南4-5 中央バス 320 支払証明書　整理№8

130 領収書②

10,410

8/24
（金）

受講料振込手数料

13:00～20:00　研究研修

平成３０年度　自由民主クラブ　研究研修報告

出発 到着

8/23
（木）

地方議員　サマースクール 8,000 領収書①

9:00～15:30　研究研修 地方議員　サマースクール －







参加議員 ①青山　祐幸　②髙田　静夫　③伊藤　一治　④加藤　泰博　⑤花田　和彦

⑥村上　求　⑦佐々木　大介　計７名

視察日時 平成３０年７月２５日（水）～７月２７日（金）　３日間

視察先 ２５日　浜岡原子力発電所

２６日　牧之原市役所

　　　　吉田町役場

２７日　富士山静岡空港

調査研究行程

詳細 金額 備考

7:40 石狩庁舎前 8:14 手稲 中央バス＠330円×7 2,310 支払証明書　整理№1

8:19 手稲 9:27 新千歳空港 JR快速エアポート＠1,210円×7 8,470 支払証明書　整理№2

10:30 新千歳空港 12:20 静岡空港 航空機利用（JTB北海道） － 領収書①に含む

13:00 静岡空港 15:00 浜岡原発 レンタカー使用　移動距離28.3km － 領収書①に含む

視察先　浜岡原子力発電所 －

17:00 浜岡原発 17:30 御前崎市 レンタカー使用　移動距離3.4km

18:30 夕食 御前崎市内　＠2,000×7 14,000 領収書②

8:30 御前崎市 9:30 牧之原市役所 レンタカー使用　移動距離16.4km － 領収書①に含む

視察先　牧之原市役所 －

11:00 牧之原市 14:00 吉田町 レンタカー使用　移動距離5.1km － 領収書①に含む

視察先　吉田町役場 －

16:00 吉田町 16:30 島田市 レンタカー使用　移動距離3.3km 領収書①に含む

18:00 夕食 吉田町内　＠2,000円×7 14,000 領収書③

9:00 島田市 10:00 静岡空港 レンタカー使用　移動距離9km － 領収書①に含む

視察先　富士山静岡空港 －

19.24L×@149=2867÷8（7人分） 2,509 領収書④

16:20 静岡空港 18:10 新千歳空港 航空機利用（JTB北海道） － 領収書①に含む

18:45 新千歳空港 19:44 手稲 JR快速エアポート＠1,210円×7 8,470 支払証明書　整理№3

19:50 手稲 20:19 石狩庁舎前 中央バス＠330円×7 2,310 支払証明書　整理№4

往復航空券：7/25　新千歳空港→静岡空港　7/27　静岡空港→新千歳空港

宿泊費：7/25　ルートイン御前崎　7/26　カンデオホテルズ静岡島田

車両費：レンタカー代　配車7/25　返車7/27

864 領収書⑤

調査研究費計 440,999

パック料金振込手数料

平成３０年度　自由民主クラブ　調査研究報告

領収書①388,066

出発 到着

9:30～11:00　調査研究②

10:00～12:20　調査研究④

15:00～17:00　調査研究①

7/25
（水）

7/26
（木）

14:00～16:00　調査研究③

レンタカー返却　ガソリン給油

7/27
（金）

パック
料金
内容



















参加議員 ①青山　祐幸　②髙田　静夫　③伊藤　一治　④加藤　泰博　⑤花田　和彦

⑥村上　求　計６名

視察日時 平成３０年１１月８日（木）～１１月１０日（土）　３日間

視察先 １１月８日　村上市役所

　　　９日　酒田市役所

調査研究行程

詳細 金額 備考

6:47 石狩庁舎前 7:17 手稲 中央バス＠330円×6 1,980 支払証明書　整理№2

7:22 手稲 8:26 新千歳空港 JR快速エアポート＠1,210円×6 7,260 支払証明書　整理№3

9:20 新千歳空港 10:40 新潟空港 航空機利用（JTB北海道） 領収書①に含む

11:00 新潟空港 12:00 村上市駅 レンタカー利用　移動距離58.5km 領収書①に含む

高速道路使用 1,160 支払証明書　整理№4

12:45 村上市内 13:00 イヨボヤ会館 レンタカー利用　移動距離1.6km 領収書①に含む

13:45 イヨボヤ会館 13:50 村上市役所 レンタカー利用　移動距離1.1km 領収書①に含む

視察先　村上市役所 －

16:00 村上市役所 16:30 ホテル レンタカー利用　移動距離5.1km 領収書①に含む

18:00 村上市内　@2,000円×6 領収書①に含む

8:00 村上市 10:30 鶴岡市内 レンタカー利用　移動距離82km 領収書①に含む

－

12:45 鶴岡市 13:10 酒田市 レンタカー利用　移動距離28km 領収書①に含む

－

視察先　酒田市役所 －

16:45 酒田市 17:15 ホテル レンタカー利用　移動距離13km 領収書①に含む

18:00 鶴岡市内　＠2,000円×6 領収書①に含む

9:30 鶴岡市 12:00 山形空港 レンタカー利用　移動距離98km

高速道路使用（1,540円/6人分） 1,320 支払証明書　整理№5

6,504円÷7（6人分） 5,574 領収書②

13:15 山形空港 14:30 新千歳空港 航空機利用（JTB北海道） 領収書①に含む

15:00 新千歳空港 15:52 手稲 JR快速エアポート＠1,210円×6 7,260 支払証明書　整理№6

16:01 手稲 16:26 石狩庁舎前 中央バス＠330円×6 1,980 支払証明書　整理№7

宿泊費：11/8　瀬波ビューホテル　11/9　竹屋ホテル

車両費：レンタカー代　配車11/8　返車11/10

864 支払証明書　整理№1

調査研究費計 421,862

パック料金振込手数料

レンタカー返却　ガソリン給油

パック
料金
内容

394,464 領収書①

往復航空券：11/8 新千歳空港→新潟空港　11/10 山形空港→新千歳空港

平成３０年度　自由民主クラブ　調査研究報告

出発 到着

11/8
（木）

10:30～12:00　車窓にてサイエンスパーク等
調査

11/10
（土）

14:00～16:00　調査研究①

夕食（ホテルにて）

13:10～14:50　市内を調査、旧本間邸及び河村瑞
賢の千石船など

15:00～16:30　調査研究②

夕食（ホテルにて）

11/9
（金）










