
参加議員 ①伊藤　一治　②花田　和彦　③髙田　静夫　④日下部　勝義　⑤加藤　泰博

⑥山田　敏人　⑦佐藤　俊浩　計７名

視察日時 令和元年１０月２日（水）～１０月４日（金）　３日間

視察先 ２日　①島根県浜田市（移動期日前投票所の導入及び運用について）

３日　②島根県江津市（空き家活用による定住促進について）

　　　③広島県三次市（タブレット端末の導入について）

調査研究行程

詳細 金額 備考

6:00 石狩庁舎前 7:00 新千歳空港 乗用車＠37×62㎞ 2,294 支払証明書　整理№1

8:40 新千歳空港 出雲空港 航空機利用 領収書①⑬に含む

レンタカー保険代 1,650 領収書②

11:40 出雲空港 15:30 浜田市役所
レンタカー使用（高速料金）
移動距離114.6㎞

1,120 領収書③④

視察先　浜田市役所 －

17:10 浜田市役所 17:20 浜田市 レンタカー使用　移動距離1.0km － 領収書①⑬に含む

18:30 夕食 浜田市内　＠2,000×7 14,000 領収書⑤

ホテル駐車場代 800 領収書⑥

9:00 浜田市 10:00 江津市役所 レンタカー使用　移動距離19.0km － 領収書①⑬に含む

視察先　江津市役所 －

（髙田議員は公務のため江津市での研修後、石狩市へ戻りました）

12:00江津駅　～15:00出雲駅 ＪＲ － 領収書①⑬に含む

15:00出雲駅　～15:30出雲空港 タクシー 4,800 領収書⑦

17:20出雲空港～20:00新千歳空港 航空機 － 領収書①⑬に含む

12:00 江津市役所 15:00 三次市役所
レンタカー使用（高速料金）
移動距離111.9km

3,190 領収書⑧

視察先　三次市役所 －

16:30 三次市役所 18:00 出雲市
レンタカー使用（高速料金）
移動距離95.8km

940 領収書⑨

18:30 夕食 出雲市内　＠2,000×6 12,000 領収書⑩

9:00 出雲市 10:00 出雲空港 レンタカー使用　移動距離9km － 領収書①⑬に含む

6,175 領収書⑪

17:20 出雲空港 21:30 新千歳空港 航空機利用 － 領収書①⑬に含む

乗用車＠1,200×3日 3,600 領収書⑫

21:30 新千歳空港 22:30 石狩庁舎前 乗用車＠37×62㎞ 2,294 支払証明書　整理№2

往復航空券：10/2　新千歳空港→出雲空港　10/4　出雲空港→新千歳空港

髙田議員は公務のため10/3に石狩市に戻りました

宿泊費：10/2　浜田ワシントンホテルプラザ　10/3　ドーミーイン出雲

車両費：レンタカー代　配車10/2　返車10/4

1,744 領収書①⑬に含む

調査研究費計 787,067

パック
料金
内容

732,460 領収書①⑬

パック料金振込手数料

10/3
（木）

10：00～12:00　調査研究②

15:00～16:30　調査研究③

10/4
（金）

レンタカー返却　ガソリン給油

新千歳空港駐車場代

令和元年度　石政会　調査研究報告

出発 到着

10/2
（水）

15:30～17:10　調査研究①



















参加議員 ①伊藤　一治　②日下部　勝義　③加藤　泰博  ④山田　敏人　⑤佐藤　俊浩

　計５名

視察日時 令和２年２月１３日（木）～２月１４日（金）　２日間

視察先 ①　アーツ千代田３３３１（廃校を利用した文化芸術施設）

②　輪島市ショールーム（都市部における観光情報発信）

調査研究行程

詳細 金額 備考

12:30 石狩庁舎前 14:30 新千歳空港 乗用車＠37×62㎞ 2,294 支払証明書　整理№1

15:30 新千歳空港 17:00 羽田空港 航空機利用 領収書①に含む

17:00 羽田空港 17:30 浜松町駅 東京モノレール ＠500×5名 2,500 支払証明書　整理№2

17:30 浜松町駅 17:45 有楽町駅 ＪＲ　＠140×5名 700 支払証明書　整理№3

17:45 有楽町駅 17:50 日比谷駅 徒歩

17:50 日比谷駅 18:00 赤坂駅 東京メトロ ＠170×5名 850 支払証明書　整理№4

18:00 赤坂駅 18:10 ホテル 徒歩

領収書①に含む

18:30 夕食 都内　＠2,000×5 10,000 領収書②

8:50 ホテル 9:00 赤坂駅 徒歩

9:00 赤坂駅 9:20 湯島駅 東京メトロ ＠200×5 1,000 支払証明書　整理№5

9:20 湯島駅 9:30 アーツ千代田3331 徒歩

視察先 アーツ千代田3331 －

12:30 アーツ千代田3331 12:35 御徒町駅 徒歩

12:35 御徒町駅 12:40 神田駅 ＪＲ　＠140×5名 700 支払証明書　整理№6

12:40 神田駅 12:45 銀座駅 東京メトロ ＠170×5名 850 支払証明書　整理№7

12:45 銀座駅 13:00 輪島市ショールーム 徒歩

視察先 輪島ショールーム

14:00 輪島ショールーム 14:10 新橋駅 徒歩

14:10 新橋駅 14:20 浜松町駅 ＪＲ　＠140×5 700 支払証明書　整理№8

14:30 浜松町駅 15:00 羽田空港 モノレール ＠500×5名 2,500 支払証明書　整理№9

20:40 羽田空港 22:10 新千歳空港 航空機利用 － 領収書①に含む

乗用車＠1,200×2日 2,400 領収書③

22:30 新千歳空港 0:00 石狩庁舎前 乗用車＠37×62㎞ 2,294 支払証明書　整理№10

往復航空券：2/13　新千歳空港→羽田空港　2/14　羽田空港→新千歳空港

宿泊費：2/13　赤坂陽光ホテル

調査研究費計 220,388

領収書①

令和元年度　石政会　調査研究報告

出発 到着

2/13
（木）

9：30～11:30　調査研究①

　　（宿泊先 赤坂陽光ホテル）

13:00～14：00　調査研究②

新千歳空港駐車場代

パック
料金
内容

2/14
（金）

193,600








