
別紙様式 

平成 ２５ 年 １ 月分   市長交際費 

支出年月日 支出区分 支出内容 支出金額 支出先等 

Ｈ25．1． 3 会 費 
武蔵少年剣道クラブ教育奨励賞

表彰祝賀会 
６，０００円 

武蔵少年剣道クラブ

後援会 

Ｈ25．1． 4 弔 費 
故 吉田ヒサ子 

（吉田 市議会議員の母）葬儀 
５，０００円 喪主 吉田徹夫 

Ｈ25．1． 6 賛助費 
第７回国東半島書き初め大会 

国東市長賞 
５，０００円 

国東半島書き初め 

大会実行委員会 

Ｈ25．1． 7 賛助費 
第５回全国夢一文字 

コンテスト国東市長賞 
５，０００円 

全国夢一文字ｺﾝﾃｽﾄ

実行委員会 

Ｈ25．1．10 祝費等 
部落解放同盟大分県連合会 

２０１３年荊冠旗びらき 
１０，０００円 

部落解放同盟 

大分県連合会 

Ｈ25．1．10 弔 費 
故 溝部百合子 

（１００歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 溝部昭一 

Ｈ25．1．10 祝費等 国東市商工会役員懇談会 ５，０００円 国東市商工会 

Ｈ25．1．12 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 

Ｈ25．1．14 弔 費 
故 福田法子 

（１００歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 福田建治 

Ｈ25．1．17 その他 年賀はがき １２，０００円 
旭日郵便局 

国東小原簡易郵便局

Ｈ25．1．17 その他 大分合同新聞社意見交換会 １５，０００円 海喜荘 

Ｈ25．1．18 祝費等 

『寺山大谷池用排水路 

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化事業』起工式 

（清酒） 

４，０００円 
寺山池ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 

建設委員会 

Ｈ25．1．19 祝費等 
国東高校伊予野丘同窓会 

大分支部役員会 
１０，０００円 

国東高校伊予野丘 

同窓会大分支部 

Ｈ25．1．21 祝費等 電報（６件） ５，７８０円 別表 

Ｈ25．1．25 会 費 
み仏の里ウオーキング 

ロングトレイル準備委員会 
３，０００円 

ロングトレイル準備

委員会事務局 

Ｈ25．1．28 会 費 仏の里東国東神楽大会反省会   ４，０００円 
仏の里東国東神楽 

協議会 

Ｈ25．1．28 その他 

豊の国かぼす大使会・ 

大分かぼす会「新年懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ」

観光ＰＲ商品（かぼすゼリー）

１０，９４５円 
豊の国かぼす大使

会・大分かぼす会 

Ｈ25．1．29 祝費等 国東市商工会女性部新年親睦会 ５，０００円 国東市商工会女性部

Ｈ25．1．29 会 費 大分県移動教育委員会懇談会 ５，０００円 
大分県移動 

教育委員会事務局 

Ｈ25．1．30 贈答費 
新高規格救急自動車運用開始式

（清酒） 
４，２００円 

（財）空港環境整備

協会 大分事務所 

Ｈ25．1．31 会 費 国東市観光協会意見交換会 ４，０００円 国東市観光協会 

  １月分計 １２７，９２５円  



 

 

別紙様式 

平成 ２５ 年 ２ 月分   市長交際費 

支出年月日 支出区分 支出内容 支出金額 支出先等 

Ｈ25．2． 4 会 費 ２月４日立春を祝う会  １０，０００円 
立春を祝う会事務局

いこいの村国東 

Ｈ25．2． 5 見舞費 
大成博文（元徳山高専教授） 

病気見舞い 
１０，０００円 

元徳山高専教授 

大成博文 

Ｈ25．2． 8 祝費等 
全国高齢者ケア研究会ｉｎ国東

懇親会 
１０，０００円 

研究会事務局 

（社）安岐の郷 

Ｈ25．2． 8 祝費等 
『ペトロカスイ岐部の生涯』 

招待公演終了後の懇親会 
５，０００円 

『ペトロカスイ岐部

の生涯』実行委員会

Ｈ25．2．12 祝費等 
国東町猟友会 甲種部会 

供養祭・意見交換会 
５，０００円 

国東町猟友会 

甲種部会 

Ｈ25．2．14 弔 費 
故 長木ヤヱ子 

（１０１歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 長木剛功 

Ｈ25．2．16 祝費等 修正鬼会（岩戸寺） １０，０００円 岩戸寺 

Ｈ25．2．22 祝費等 第５５回県内一周駅伝反省会 １０，０００円 
第５５回県内一周 

駅伝 国東東国東ﾁｰﾑ

Ｈ25．2．24 会 費 
国東半島宇佐地域の世界農業 

遺産に係る事前現地調査会費 
５，０００円 

大分県農林水産部 

調査会事務局  

Ｈ25．2．26 祝費等 （株）花未来 初出荷祝賀会 ５，０００円 （株）花未来 

Ｈ25．2．27 祝費等 電報（２件） １，９５０円 別表 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ２月分計 ７４，９５０円  



別紙様式 

平成 ２５ 年 ３ 月分   市長交際費 

支出年月日 支出区分 支出内容 支出金額 支出先等 

Ｈ25．3． 4 祝費等 
小ねぎハウス建設着工地鎮祭 

（清酒） 
   ４，０００円 （株）King.field 

Ｈ25．3． 6 祝費等 

第 30 回安岐橋上なし生産組合 

総会並びに３０周年記念祝賀会

（清酒） 

   ４，０００円 
安岐橋上なし 

生産組合 

Ｈ25．3． 8 弔 費 
故 高木キヌエ 

（１００歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 高木正史 

Ｈ25．3． 8 会 費 安岐地区区長会情報交換会 １０，０００円 安岐地区区長会 

Ｈ25．3．14 弔 費 
故 一井アサコ 

（１０４歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 一井雄太郎 

Ｈ25．3．17 祝費等 
『地域医療セミナーｉｎ国東』

研修会・懇親会 
１０，０００円 

大分大学 医学部 

地域医療学ｾﾝﾀｰ 

Ｈ25．3．19 会 費 『大分の明日を語る会』 １０，０００円 
大分の明日を語る会

事務局 

Ｈ25．3．20 祝費等 諸田山神社御田植祭（清酒） ３，６００円 
諸田山神社御田植 

祭り保存会 

Ｈ25．3．22 祝費等 
国東半島エコツアーガイド会 

設立総会 
５，０００円 

国東半島エコツアー

ガイド会 

Ｈ25．3．22 祝費等 電報（４件） ３，８６５円 別表 

Ｈ25．3．24 祝費等 
（社）秀渓会 障害者地域活動 

拠点施設 竣工式 
５，０００円 （社）秀渓会 

Ｈ25．3．25 弔 費 
故 古庄八代子 

（１０１歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 古庄孝雄 

Ｈ25．3．26 祝費等 
（株）安部 第 22 回県野菜経営

ｺﾝｸｰﾙ最優秀賞 受賞祝賀会 
５，０００円 （株）安部 

Ｈ25．3．27 弔 費 
故 小川シノヱ 

（小俣区区長の母）葬儀 
   ３，０００円 喪主 小川義美 

Ｈ25．3．27 会 費 武蔵区長会送別会 １０，０００円 武蔵区長会 

Ｈ25．3．28 祝費等 堅来老人クラブ総会 ５，０００円 堅来老人クラブ 

Ｈ25．3．29 祝費等 国東市農業委員会 懇話会 ５，０００円 国東市農業委員会 

Ｈ25．3．30 祝費等 

（社）安岐の郷 「ｻﾃﾗｲﾄ型特別

養護老人ﾎｰﾑ鈴鳴荘」竣工式 

（清酒） 

３，６００円 （社）安岐の郷 

Ｈ25．3．31 祝費等 文殊山 春季大祭 ５，０００円 文殊仙寺 

     

     

  ３月分計 １０１，０６５円  

 



電報送付先（１～３月分） 

発信日 受取人・対象者等 

平成２５年１月 ７日 臼杵市長 中野五郎 氏 当選祝電 

平成２５年１月 ９日 
部落解放同盟大分県連合会 

執行委員長 清田昌助 氏  新春荊冠旗開き 祝電 

平成２５年１月 ９日 
連合大分東部地域協議会 

議長 西村浩明 氏  新春旗開き 祝電 

平成２５年１月１５日 
姫島村長 藤本昭夫 氏 

姫島村消防団長 浜田洋介 氏  消防特別点検 祝電 

平成２５年１月１７日 
大分交通（株）  

代表取締役会長 幸重綱二 氏  旭日小綬章受章 祝電 

平成２５年１月２１日 武蔵町愛育会長 佐木惠子 氏  厚生労働大臣表彰 祝電 

平成２５年２月２１日 佐伯市長 西嶋泰義 氏  選挙事務所開き 祝電 

平成２５年２月２７日 元武蔵町議会議員 徳丸隆喜 氏  旭日単光章受章 祝電 

平成２５年３月１５日 

東京大学大学院 情報学環 学際情報学府 

先端表現情報学 教授 河口洋一郎 氏 

芸術選奨文部科学大臣賞受賞 祝電 

平成２５年３月２２日 
民主党大分県連代表 

吉良州司 氏 民主党大分県連 第１７回定期大会 祝電 

平成２５年３月２８日 

自由民主党大分県支部連合会 

 会長 衛藤晟一 様   

第 59 回自由民主党大分県支部連合会年次大会 祝電 

平成２５年３月３０日 大分県議会議長 近藤和義 様  大分県議会議長就任 祝電 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


