
別紙様式 

平成 ２４ 年 １０ 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 

Ｈ24．10．13 祝費等 南部こども園運動会 ２，０００円 南部こども園 

Ｈ24．10．13 祝費等 安岐中央保育園運動会 ２，０００円 安岐中央保育園 

Ｈ24．10．16 賛助費 
第５回ほのぼの写真コンテスト 

国東市長賞 
５，０００円 

杵築人権擁護委員 

協議会 

Ｈ24．10．18 祝費等 
第８１回全国民生委員児童委員 

大会に伴う懇親会 
５，０００円 

国東市民生委員 

児童委員連合会 

Ｈ24．10．22 弔 費 
故 森 展子 

（堤 市議会議員の姉）葬儀 
５，０００円 喪主 森 啓兒 

Ｈ24．10．23 賛助費 国東市菊花展 ５，０００円 国東市菊友会 

Ｈ24．10．26 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（清酒） 
２，９００円 （株）成城石井 

Ｈ24．10．29 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（菓子） 
９，０００円 

（株）丸松 

（株）ハマノ果香園 

（株）アヲハタ 

Ｈ24．10．30 祝費等 電報（２件） ２，９４０円 別表 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  １０月分計 ３８，８４０円  

 



別紙様式 

平成 ２４ 年 １１ 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 

Ｈ24．11． 3 会 費 
門司港レトロお国自慢 

『ふれあい市場』交流会 
   ５，０００円 

（社）北九州市 

観光協会 

Ｈ24．11． 9 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（菓子・清酒） 
７，２００円 京橋 「明治屋」 

Ｈ24．11．10 弔 費 

故 野邊 勇 

（野邊 市民病院副院長の父） 

葬儀 

  ５，０００円 喪主 野邊ヨシ子 

Ｈ24．11．11 弔 費 

故 吉田シズカ 

（１０６歳 市内最高齢女性） 

葬儀 

    ３，０００円 喪主 吉田孝雄 

Ｈ24．11．13 贈答費 
教育座談会お礼 

（乾椎茸・ワカメセット） 
  ９，２００円 

元中国大使 

国広道彦 

Ｈ24．11．17 弔 費 
故 本多ヨシノ 

（１０４歳）葬儀 
   ３，０００円 喪主 本多幸信 

Ｈ24．11．21 祝費等 『大吉市場実行委員会』発会式    ５，０００円 大吉市場実行委員会 

Ｈ24．11．22 祝費等 
第２回人権擁護委員研修会・ 

懇親会 
   ５，０００円 

杵築人権擁護委員 

協議会 

Ｈ24．11．23 弔 費 

故 清原国正 

（清原正博 TBS ｱﾅｳﾝｻｰの父） 

葬儀 

    ５，０００円 喪主 清原スミヱ 

Ｈ24．11．24 祝費等 
豊後国際学生演劇祭 

ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ・懇親会 
  １０，０００円 

豊後国際学生演劇祭 

事務局 

Ｈ24．11．26 賛助費 
あさぎりふれあい祭り 

農産物品評会副賞 
 ３，０００円 

あさぎりふれあい 

祭り実行委員会 

Ｈ24．11．26 祝費等 電報（１５件） １７，３１５円 別表 

Ｈ24．11．27 会 費 国見地区区長会懇親会  １０，０００円 国見地区区長会 

Ｈ24．11．29 賛助費 税に関する作文 国東市長賞 １，７９０円 
別府地区納税貯蓄 

組合連合会 

Ｈ24．11．30 会 費 
朝来地区活性化推進協議会 

懇親会 
 ８，０００円 

朝来地区活性化 

推進協議会 

     

     

     

  １１月分計 ９７，５０５円  

 

 



別紙様式 

平成 ２４ 年 １２ 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 

Ｈ24．12． 1 祝費等 小原三区を良くする会 ５，０００円 
小原三区を良く 

する会事務局 

Ｈ24．12． 6 祝費等 
前 岡区長「松村 勝 氏」 

国東市功労表彰受賞記念祝賀会 
 １０，０００円 

区長会 国見地区 

代表理事 

Ｈ24．12．15 祝費等 
泰濤書道館 創立１５周年 

記念「感謝の宴」 
 １０，０００円 泰濤書道館 

Ｈ24．12．18 会 費 
大分県建設業協会国東支部 

懇親会 
５，０００円 

大分県建設業協会 

国東支部 

Ｈ24．12．23 弔 費 
故 福田蓮代（福田 国東市 

区長会長の妻）葬儀 
３，０００円 喪主 福田洋祐 

Ｈ24．12．26 その他 
企業へのＰＲ商品 

（乾椎茸・生椎茸） 
８，０００円 

西日本新聞社 

読売新聞西部本社 

博多大丸 

FBS 福岡放送 

RKB 毎日放送 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  １２月分計 ４１，０００円  

 



電報送付先（１０～１２月分） 

発信日 受取人・対象者等 

平成２４年１０月１０日 九重町長 坂本和昭 氏 当選祝電 

平成２４年１０月３０日 姫島村長 藤本昭夫 氏 当選祝電 

平成２４年１１月 ３日 国東市議会議長 清国仁士 氏 大分県知事表彰 祝電 

平成２４年１１月 ３日 大分県柔道整復師会長 加藤和信 氏 大分県知事表彰 祝電 

平成２４年１１月 ３日 国東市商工会長 中田博之 氏  旭日単光章受章 祝電 

平成２４年１１月 ３日 元九州郵政研修所副所長 岐部修一 氏  瑞宝小綬章受章 祝電 

平成２４年１１月 ３日 鳥獣保護員 岡原新制 氏 大分県知事感謝状受賞 祝電 

平成２４年１１月 ７日 元国東市消防司令 瀬田和夫 氏  危険業務従事者叙勲受章 祝電 

平成２４年１１月 ９日 市民病院 副院長 野邊靖基医師ご尊父葬儀  弔電  

平成２４年１１月 ９日 
国東高校伊予野丘同窓会 大分支部長 築山洋一 氏 

大分支部 同窓会 祝電 

平成２４年１１月１１日 身体障害者相談員 松本初男 氏  大分県知事感謝状受賞 祝電 

平成２４年１１月１１日 身体障害者相談員 清和源氏 氏 大分県知事感謝状受賞 祝電 

平成２４年１１月１１日 松寿会代表  吉田 忍 氏  大分県知事表彰 祝電 

平成２４年１１月１６日 元国東町助役 坂田唯二 氏 瑞宝双光章 祝電 

平成２４年１１月２１日 衆議院議員候補 岩屋たけし 氏 選挙事務所開き 祝電 

平成２４年１１月２２日 
国東観光親善大使 湖本恭子 氏 

３周年＆後援会発足記念コンサート 祝電 

平成２４年１１月２６日 衆議院議員候補 横光克彦 氏 選挙事務所開き 祝電 

  

  

 


