
別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

H25.4.4 弔　費 故　吉田モトヱ様　葬儀　（100歳） 5,000 円 喪主　吉田吉嗣様

H25.4.15 会　費 女性塾反省会懇親会 1,500 円 国東女性塾

H25.4.18 祝費等 国東市商工会青年部通常総会 5,000 円 国東市商工会青年部

H25.4.19 弔　費 故　重光タネ様　葬儀 （101歳） 5,000 円 喪主　重光正一様

H25.4.21 祝費等 電報（１１件） 13,660 円 別紙

H25.4.26 会　費 国東市農業委員会懇話会 5,000 円 国東市農業委員会

H25.4.26 贈答費 企業訪問時の贈答品 6,000 円
（株）インテリジェンス

（株）サンライズジャパン

H25.4.28 祝費等
第７回国見町工房・

ギャラリーめぐり記念式典
10,000 円 国見ｱｰﾄの会

H25.4.30 祝費等 国東市商工会役員懇親会 5,000 円 国東市商工会

４月分　計 56,160 円

平成　２５　年　４　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

H25.5.1 会　費 国東市国見町区長会総会 5,000 円 国見町区長会

H25.5.3 賛助費
2013ツール・ド・国東

提供品（菓子）
4,200 円

ツール・ド国東
実行委員会事務局

H25.5.7 弔　費 故　宮野眞重様　葬儀 （101歳） 5,000 円 喪主　宮野正巳様

H25.5.8 会　費
大分県建設業協会
国東支部通常総会

5,000 円
大分県建設業協会

国東支部

H25.5.9 祝費等
第２０回ＪＡおおいたくにさき

花き部会総会
5,000 円

ＪＡおおいたくにさき
花き部会

H25.5.10 祝費等
国東市集落営農法人

連絡協会総会
5,000 円

国東市集落営農法人
連絡協議会

H25.5.14 祝費等 国東市認定農業者の会総会 5,000 円 国東市認定農業者の会

H25.5.14 祝費等 くにさき企業会例会 5,000 円 くにさき企業会

H25.5.15 弔　費
（故）清国スミコ様　葬儀

（議長 清國仁士氏ご令室）
5,000 円 喪主　清國仁士様

H25.5.18 祝費等 国東高校東京同窓会総会 10,000 円 国東高校東京同窓会

H25.5.18 その他
在京大分県人会総会提供品

（海産物セット）
10,000 円 在京大分県人会

H25.5.19 祝費等
農事組合法人小城設立総会

（清酒）
3,370 円 農事組合法人小城

H25.5.21 祝費等
くにさき配食サービス組合

総会・懇親会
5,000 円 くにさき配食サービス組合

H25.5.21 その他 市長観光名刺台紙代 300 円 国東市観光協会

H25.5.21 その他 市長名刺代 1,000 円 佐伯印刷（株）

H25.5.24 祝費等
豊洋精工株式会社新社屋

竣工式・祝賀会
10,000 円 豊洋精工株式会社

H25.5.25 祝費等
国東高等学校伊予野丘

同窓会通常総会
10,000 円

国東高等学校
伊予野丘同窓会

H25.5.27 会　費 国東市観光協会総会・懇親会 4,000 円 国東市観光協会

H25.5.29 祝費等 東国東神楽協議会総会 5,000 円 東国東神楽協議会

H25.5.30 贈答費
国東市オリーブ園視察団

への贈答品（清酒・しいたけ）
6,840 円

ドメニコ　フランツォーネ
ファブリス・ﾃﾞ・ノーラ

岩田　砂和子

H25.5.31 祝費等 国東町文化協会総会（清酒） 4,000 円 国東町文化協会

５月分　計 113,710 円

平成　２５　年　５　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

H25.6.2 祝費等
くにさきロータリークラブ
創立３０周年記念式典

5,000 円 くにさきロータリークラブ

H25.6.5 祝費等 竹田津干拓農事生産組合総会 5,000 円 竹田津干拓農事生産組合

H25.6.7 祝費等
農事組合法人中園営農組合

通常総会
5,000 円

農事組合法人
中園営農組合

H25.6.8 会　費
大分県体育協会会長と
協議関係者との懇談会

3,000 円 大分県体育協会

H25.6.16 祝費等 吉松地区紫陽花祭り 5,000 円 吉松紫陽花祭実行委員会

H25.6.19 贈答費
販売促進ＰＲ用農産物

（海のトマト）
3,000 円

株式会社博多大丸
アイワイフーズ株式会社

株式会社岩田屋三越

H25.6.21 会　費
国東半島・宇佐地域世界農業
遺産推進協議会認定報告会

5,000 円
国東半島・宇佐地域世界

農業遺産推進協議会

H25.6.21 祝費等 電報（２件） 1,915 円 別紙

H25.6.23 祝費等 見地農事組合法人総会 5,000 円 見地農事組合法人総会

H25.6.24 祝費等
ＪＡおおいた国東事業部竣工式

（清酒）
3,996 円 ＪＡおおいた国東事業部

６月分　計 41,911 円

平成　２５　年　６　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



平成25年4月8日 宇佐市長　是永修治氏　当選祝電

電報送付先（４～６月分）

平成25年4月5日

平成25年4月15日 佐伯市長　西嶋泰義氏　当選祝電

宇佐市副市長　信国和徳氏　ご尊父葬儀　弔電

受取人・対象者等発信日

平成25年4月15日 豊後大野市長　橋本祐輔氏　当選祝電

平成25年4月15日 竹田市長　首藤勝次氏　当選祝電

平成25年4月15日 豊後高田市長　永松博文氏　当選祝電

平成25年4月19日 日田市長　原田啓介氏　ご母堂葬儀　弔電

平成25年4月24日
別府速見国東地区第８４回メーデー実行委員長

西村浩明氏　第８４回メーデー　祝電

平成25年4月30日 元国東市議会議員　田口易幸氏　旭日双光章受章　祝電

平成25年4月30日 元武蔵町商工会長　稙田昭利氏　旭日単光章受章　祝電

平成25年4月30日
元海上自衛隊第２０５教育航空隊副長
堀池幸博氏　瑞宝双光章受章　祝電

平成25年6月4日
部落解放同盟大分県連合会

執行委員長　清田昌助氏　第４１回定期大会　祝電

平成25年6月7日 別府市副市長　友永哲男氏　ご母堂葬儀　弔電


