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F4    2001/10/17 旅行代金 JTB \45,000
F１ 2001/10/19 旅行代金 日本旅行 \90,000
F２ 2001/10/19 旅行代金 日本旅行 航空・船・レンタカー・ホテル \84,530
F３ 2001/10/31 木 交通費 東急観光 宮崎支店 \209,400

F5 2001/10/31 木 駐車代 青島参道口駐車場
駐車場に車を止め、歩いて青島へ行き青島神社を見したものと
思われる。この神社は神話の国・宮崎を代表する神社の一つ。
青島は日南海岸の代表的な観光スポット。

\400

F15 2001/10/31 木 品代 杉田千代商店
宮崎県宮
崎市

青島での土産物の購入代 \1,700

F6 2001/10/31 木 観光 サボテンハーブ園入場料 \3,200

平成１３年１０月３１日ー１１月３日
～都市問題会議を「早退」して南九州をドライブで満喫

平成１３年１１月１日、２日と宮崎市内で全国都市問題会議が開かれる。参加費1万円で７人参加。旅行会社に支払ったパック代金
は合計で４２万８９３０円にのぼっている。
公明党区議団の一行は、会議の前日である３１日に現地入り。ところが、一行は会議の準備をするかと思えばそうではなく、さっそく
レンタカーを借りて日南海岸へのドライブ。サボテン園、青島、モアイ像（日南サンメッセ）などの観光スポットを訪ね歩いている。飲
食も実に豪勢で、昼食はサボテン園内のレストランで一人あたり３６００円以上の飲食、夕食は高級宮崎牛の専門店で一人あたり４
５００円以上の飲食をしている。
翌日（旅行２日目）は会議に参加した模様であるが、会議終了後は宮崎市内の「ナイトラウンジ（あ希）」で６万円もの「お飲物代」を
支出している。６万円という切りのいい金額、そして「ナイトラインジ」という場所からしてどう見ても６名で遊興した代金にしか見えな
い。
３日目は会議２日目のはずであるが、一行（４名）はすでに午前中に宮崎市内を出発し、移動途中に高速のサービスエリアで昼食を
とり、その後一路鹿児島へと向かっている。つまり、この人たちは高い税金をかけて宮崎まで来たものの、会議の２日目には出席し
ていないのである。この日の一行の行動経路ははっきりしないが、都城インターで高速を降りてから桜島へ行き、桜島を周ってから
今度はフェリーに乗って鹿児島へ渡ったとも思われる。なぜなら、旅行会社の領収書（Ｆ２）に船代が含まれているからだ。この日は
指宿温泉の著名なリゾートホテルに宿泊したものと推測される。
一行の３日目の行動もまさに観光そのもの。ホテルを出た後、枕崎港へ。ここはカツオの水揚げ日本一として有名だが、一行はこの
漁港の「お魚センター」で海鮮料理を堪能している。おそらく、かつお料理を楽しんだと思われる。その後は知覧の特攻平和会館へ
と向かい、さらに指宿スカイラインを通って鹿児島空港めで行っている。
なお、１１月２日以降の残る３名の足どりははっきりしない。一人は福岡へ向かったと見られる。

日南海岸の太平洋に面した岬にサボテンなどの亜熱帯植物と
ハーブを植樹した観光植物園。園内の丘に登るためのスロー
プカ ト（有料）が設置され る



F7 2001/10/31 木 飲食代 サボテンハーブ園 \25,350

F8 2001/10/31 木 観光 サボテンハーブ園 \1,400

F9 2001/10/31 木 観光 モアイ岬牧場　サンメッセ日南
宮崎県日
南市 \4,900

F10 2001/10/31 木 観光 カート代金
宮崎県日
南市 \900

F11 2001/10/31 木 観光 カート代金
宮崎県日
南市 \900

F12 2001/10/31 木 観光 小村記念館　入場料
宮崎県日
南市

日南市出身の政治家小林寿太郎の記念館。明治時代、日露戦
争講和条約の締結時に活躍した人物という。

\1,400

F13 2001/10/31 木 高速 日本道路公団　宮崎 宮崎市 日南海岸をドライブした際の高速料金と思われる。 \450

F14 2001/10/31 木 飲食代 焼肉の幸加園 宮崎市

最高級品の宮崎牛を出す店として現地でも有名な店である。
「宮崎牛」の第１号の指定を受けた。小渕首相や著名スポーツ
選手なども訪れたという。３万１７５０円という代金から見て、お
酒代も含まれていると思われる。

31,750

F19 2001/11/1 木 ナイトラウンジ　あ希 宮崎市
市内の「ナイトラウンジ」での「お飲物代」。６人分の代金と推測
される。

\60,000

F16 2001/11/1 木 タクシー 国際興業グループ宮崎地区 宮崎市 \640
F17 2001/11/1 木 タクシー 国際興業グループ宮崎地区 宮崎市 \640
F18 2001/11/1 木 タクシー 国際興業グループ宮崎地区 宮崎市 \640
Ａ103 2001/11/2 金 宿泊 九州旅客鉄道㈱ 宮崎市 宿泊クーポン券の購入代。福岡での宿泊代か？ \6,000
Ａ104 2001/11/2 金 乗車券 九州旅客鉄道㈱ 福岡市 \9,760
Ａ105 2001/11/3 土 乗車券 西日本旅客鉄道博多駅 福岡市 \25,860

F21 2001/11/2 金 飲食代 ヤマノグチバイテン１

１２時２８分、「ヤマノグチ」の売店で昼食をとる。宮崎自動車道
の山之口サービスエリアの売店での昼食を思われるが、この
領収書の存在は一行が会議２日目をパスして早々に鹿児島方
面へドライブにくりだしたことを物語っている。４名の昼食代。

\1,880

F20 2001/11/2 金 高速 日本道路公団　都城 都城インターで高速をおりたことがわかる。 \1,150

F23 2001/11/3 土 品代 指宿いわさきホテル
鹿児島県
指宿市

５００円の雑貨を３個購入する。雑貨を買うためにだけ、わざわ
ざホテルへ寄ることは普通はない。２日の夜はおそらくこのホテ
ルに宿泊したと思われる。
このホテルは枕崎屈指のリゾートホテルである。

1,575

F22 2001/11/3 土 飲食代 レストランお魚センター
鹿児島県
枕崎市

昼食は枕崎漁を一望できるレストランでとる。このレストランは、
枕崎港で水揚げされるカツオ料理で有名。

\5,250

F24 2001/11/3 土 駐車代 知覧町営駐車場
鹿児島県
指宿市 100

モアイ像を復元したことで知られる「太陽と南洋浪漫」のテーマ
パーク。観光牧場が併設されている。園内をカートで移動して
いるが、さぞかし南国気分を味わったことと想像される。

博多での乗車券購入代。行き先等は不明。

宮崎県日
南市

プカート（有料）が設置されている。
園内の食堂では「サボテンステーキ」も提供していた。一行（７
名）は食堂で昼食をとっているが、飲食代は２万５０００円以上
にのぼっている（一人当たり３６００円強）。
この施設は２００５年３月末で閉園になった。



F25 2001/11/3 土 観光 知覧特攻平和会館
鹿児島県
指宿市

４名分の入場料 \2,000

F26 2001/11/3 土 飲食代 ロイヤル　鹿児島空港店 10,521
F27 2001/11/3 土 高速 日本道路公団　溝辺鹿児島空港 \1,050
F29 2001/11/3 土 高速 鹿児島県道路公社　指宿スカイライン \410
F28 2001/11/3 土 高速 鹿児島県道路公社　山田 指宿スカイラインの出口に位置する料金所 \310
F30 2001/11/3 土 ガソリン 日産フィナンシャルサービス 鹿児島県 鹿児島空港でレンタカーを返還した際に支払ったガソリン代。 \3,150
F31 2001/11/5 月 写真代 大井写真商会 東京 \1,076
F32 2001/11/7 水 写真代 大井写真商会 東京 \1,315

合計 \634,607

旅行時の写真の現像代と思われる。


