
別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

H26.1.7 祝費等
部落解放同盟大分県連合会
2014年荊冠旗びらき

10,000 円 部落解放同盟大分県連合会

H26.1.9 弔費
故　寅丸カズコ様　葬儀

（１０２歳）
5,000 円 喪主　寅丸正行様

H26.1.9 祝費等 国東市商工会役員新年会 5,000 円 国東市商工会

H26.1.11 会費
安岐中学生韓国交流事業
彦州中学校歓迎レセプション

3,000 円
安岐中学生韓国交流団

実行委員会

H26.1.15 その他 年賀はがき 12,500 円 両子郵便局

H26.1.23 弔費
故　渕上常子様　葬儀

（１００歳）
5,000 円 喪主　渕上宗生様

H26.1.23 祝費等 読川池改修工事起工式 4,120 円 国東町重藤区

H26.1.24 祝費等
長廣正光氏大分県知事表彰、
国東市功労表彰祝賀会

5,000 円
長廣正光氏大分県知事表彰、国東市
功労表彰祝賀会実行委員会

H26.1.25 会費 くにさき婚活応援団新年会 4,000 円 くにさき婚活応援団

H26.1.28 弔費
故　一丸サカヱ様　葬儀
（一丸政春市議の実母）

5,000 円 喪主　一丸政春様

H26.1.28 祝費等 国東市民生委員児童委員研修会 5,000 円
国東市民生委員児童委員

連合会

H26.1.30 祝費等
国東市くにみグリーンツーリズム
研究会平成25年度例会

3,000 円
国東市くにみグリーン
ツーリズム研究会

１月分　計 66,620 円

平成　２６　年　１　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

H26.2.1 祝費等 成仏寺修正鬼絵 10,000 円 成仏寺

H26.2.4 祝費等 ２月４日立春を祝う会 10,000 円 立春を祝う会事務局

H26.2.13 弔費
故　富松ヨシ様　葬儀

（１０３歳）
5,000 円 喪主　富松芳拡様

H26.2.15 祝費等
県道成仏杵築線改良事業竣工記

念祝賀会
3,000 円

県道成仏杵築線改良事業竣
工記念祝賀会実行委員会

H26.2.20 祝費等 ビジネス電報（４件） 3,865 円 別表

H26.2.20 祝費等 県道成仏杵築線改良事業竣工記念碑除幕式 4,330 円
県道成仏杵築線改良事業竣
工記念祝賀会実行委員会

H26.2.21 祝費等 第５６回県内一周駅伝反省会 10,000 円
県内一周駅伝国東・東国東

チーム

H26.2.27 祝費等 ビジネス電報（１件） 975 円 別表

H26.2.28 祝費等
豊の国かぼす大使会新年懇親

パーティー提供品
10,000 円 豊の国かぼす大使会

H26.2.28 祝費等 安岐地区区長会情報交換会 10,000 円 安岐地区区長会

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２月分　計 67,170 円

平成　２６　年　２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

H26.3.6 祝費等 第３１回橋上なし生産組合総会（清酒） 3,633 円 橋上なし生産組合

H26.3.8 会費
全国高等学校柔道選手権大会出

場激励壮行会
5,000 円 国東高校柔道部ＯＢ会

H26.3.15 弔費
故　國原ツヤ子様　葬儀

（１００歳）
5,000 円 喪主　國原重勝様

H26.3.17 弔費
故　瀧口カツヱ様　葬儀
（西小川区長実母）

5,000 円 喪主　瀧口哲男様

H26.3.20 祝費等 武蔵地区区長会送別会 10,000 円 武蔵地区区長会

H26.3.26 祝費等 ビジネス電報５件 4,875 円 別表

H26.3.26 祝費等 諸田山神社御田植祭（清酒） 4,120 円 諸田山神社御田植祭保存会

H26.3.28 祝費等 本田航空創立５０周年記念式典 10,000 円 本田航空

H26.3.28 祝費等
第６回全国夢一文字コンテスト国

東市長賞副賞
5,000 円 全国夢一文字コンテスト実行委員会

H26.3.29 弔費
故　牧菊生様　葬儀

（１００歳）
5,000 円 喪主　牧武美様

H26.3.31 祝費等 ビジネス電報２件 1,915 円 別表

３月分　計 59,543 円

平成　２６　年　３　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



平成26年3月24日
　　自由民主党大分県連合会　会長　衛藤晟一様
　　・第６０回自由民主党大分県支部連合会年次大会　祝電

平成26年3月13日
　　くにさき七島イ振興会事務局様
　　・第２２回大分合同新聞社賞受賞　祝電

平成26年3月18日
　　喪主　辻野浩子様
　　・国東市市政懇話会委員　辻野功様葬儀　弔電

平成26年3月24日
　　喪主　大和美樹様
　　・文化庁文化財鑑査官　大和智様葬儀　弔電

平成26年3月7日
　　民主党大分県総支部連合会　代表　足立信也様
　　・民主党大分県連第１８回定期大会　祝電

平成26年3月10日
　　喪主　大塚典美様
　　・（公財）大分県防犯協会専務理事　大塚正雄様葬儀　弔電

平成26年3月13日
　　国見歌舞伎保存会　会長　堀田一則様
　　・第２２回大分合同新聞社賞受賞　祝電

平成26年1月17日
　　連合大分東部地域協議会　議長　洲崎公孝様
　　・新春旗びらき　祝電

平成26年1月17日
　　姫島村長　藤本昭夫様
　　姫島村消防団長　浜田洋介様
　　・平成２６年姫島村消防団特別点検　祝電

平成26年1月27日
　　玖珠町長　朝倉浩平様
　　・玖珠町長選挙当選　祝電

平成26年1月10日
　　全国人権保育研究集会中央実行委員長　岡田健悟様
　　　　　　　　　　　〃　　　　大分県実行委員長　佐藤成己様
　　・第３６回全国人権保育研究集会開催　祝電

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電報送付先（１～３月分）

発信日 受取人・対象者等

平成26年1月6日
　　部落解放同盟大分県連合会執行委員長　清田昌助様
　　・新春荊冠旗開き　祝電


