
別紙様式 

平成 ２４ 年 ７ 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 

Ｈ24．7． 1 弔 費 
故 野田昌子 

（野田 市議会副議長の母）葬儀  
  ５，０００円 喪主 野田忠美 

Ｈ24．7． 1 祝費等 
権現崎キャンプ場開き 

（清酒） 
３，８１１円 国東市商工会 

Ｈ24．7． 3 弔 費 
故 塩崎ケサヱ 

（１０１歳）葬儀 
  ３，０００円 喪主 堤 重善 

Ｈ24．7．10 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（清酒３セット） 
  ６，０００円 

株式会社 リッコー 

（株）ウィル・ドｳ 

株式会社 ＴＢＳ 

Ｈ24．7．10 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（海産物セット） 
  ３，０００円 広友リース株式会社 

Ｈ24．7．10 祝費等 
『安岐川を素足で歩く会』 

表彰記念祝賀会（清酒） 
  ４，０００円 

安岐川を素足で 

歩く会 

Ｈ24．7．13 会 費 県庁くにさき会   ８，０００円 県庁くにさき会会長 

Ｈ24．7．15 祝費等 
向田海水浴場海開き 

「安全祈願祭」（清酒） 
３，８１１円 国見町 向田区 

Ｈ24．7．18 祝費等 国東市ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会総会 ３，０００円 
国東市ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ

研究会 

Ｈ24．7．19 祝費等 電報（１件）     ９７５円 別 表 

Ｈ24．7．20 贈答費 
大分ｷﾔﾉﾝ㈱ 会社創立３０周年

記念贈答品（乾椎茸） 
１５，０００円 大分キヤノン（株） 

Ｈ24．7．22 祝費等 
国東高等学校伊予野丘同窓会 

福岡支部総会・懇親会 
１０，０００円 

国東高等学校 

伊予野丘同窓会 

福岡支部 

Ｈ24．7．22 弔 費 
故 塚本サム 

（１００歳）葬儀 
  ３，０００円 喪主 塚本勝吉 

Ｈ24．7．23 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（乾椎茸・清酒） 
 １０，０００円 

（株）日本生物化学

研究所 

（株）京都製作所 

同志社大学 

Ｈ24．7．25 賛助費 田深子ども御輿 ２，０００円 田深お練り保存会 

Ｈ24．7．31 弔 費 
故 山際ミサコ 

（１０１歳）葬儀 
  ３，０００円 喪主 山際文吉 

     

     

  ７月分計 ８３，５９７円  



別紙様式 

平成 ２４ 年 ８ 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 

Ｈ24．8． 3 会 費 県体議員ソフト結団式 ３，５００円 議員ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

Ｈ24．8． 4 弔 費 魚霊祭 ３，０００円 
大分県漁協 

武蔵支店青年部 

Ｈ24．8． 8 賛助費 
全国高等学校野球選手権大会 

出場支援募金 
２００，０００円 

大分県立 

杵築高等学校 

Ｈ24．8．15 贈答費 
竹田市激励訪問時の贈答品 

（栄養ドリンク） 
４，９９２円 竹田市 

Ｈ24．8．22 会 費 
国見・門司僧清虚顕彰会合同 

供養交流会 
２，０００円 国見僧清虚顕彰会 

Ｈ24．8．22 祝費等 
ハマノ果香園カボス初収穫祭 

祝賀会（清酒） 
３，９９６円 （株）ハマノ果香園 

Ｈ24．8．25 贈答費 
大林宣彦監督映画「この空の花」

上映会・トークショー（菓子） 
９，０００円 

映画監督 大林宣彦 

出演女優 猪股 南 

長 岡 市  

Ｈ24．8．26 祝費等 大分県消防操法大会出場慰労会 ５，０００円 国東市消防団長 

Ｈ24．8．28 賛助費 
第４８回大分県美術展 

国東市長賞３点分 
１５，０００円 大分県美術協会 

Ｈ24．8．31 贈答費 
業務改善研修会講師への贈答品 

（乾椎茸ワカメセット） 
６，０００円 

前尼崎市長  白井文 

尼崎市教育委員会 

        事務局 

Ｈ24．8．31 祝費等 電報（２件）    ２，４１０円 別 表 

     

 

 
    

     

     

     

 

 
    

     

  ８月分計 ２５４，８９８円  

 



別紙様式 

平成 ２４ 年 ９ 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 

Ｈ24．9． 2 祝費等 国東高校関西同窓会総会 １０，０００円 
国東高校関西同窓会 

事務局 

Ｈ24．9． 4 贈答費 
武蔵大学農業研修生との交流会 

（ビール・焼酎） 
９，１８０円 武蔵大学 

Ｈ24．9． 5 贈答費 
上智大学訪問時の贈答品 

（菓子・果樹） 
５，２５０円 上智大学 

Ｈ24．9． 5 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（果樹） 
３，１５０円 京橋 「明治屋」 

Ｈ24．9． 7 祝費等 
第３９回夏の夜まつり 

反省会・懇親会 
５，０００円 

夏の夜まつり 

実行委員会 

Ｈ24．9． 8 祝費等 議員ソフトボール大会反省会 ５，０００円 
議員ソフトボール 

チーム 

Ｈ24．9．12 贈答費 
企業訪問時の贈答品 

（清酒） 
８，７００円 

（株）ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 

（株）フォーバル 

スタジオＭＧ 

Ｈ24．9．15 祝費等 むさしこども園運動会 ２，０００円 むさしこども園 

Ｈ24．9．15 弔 費 
故 宇都宮 務 

（七島イ生産者）葬儀 
３，０００円 喪主 宇都宮孝弘 

Ｈ24．9．16 祝費等 岩戸寺区 敬老会 ３，０００円 岩戸寺区 

Ｈ24．9．16 贈答費 
国東半島芸術祭招聘作家への 

贈答品（乾椎茸調味料セット） 
４，４２０円 

東京大学大学院 

教授 河口 洋一郎 

Ｈ24．9．17 祝費等 寺山区 敬老会 ３，０００円 寺山区 

Ｈ24．9．19 祝費等 
（社）秀渓会 起工式 

（清酒） 
４，０００円 （社）秀渓会 

Ｈ24．9．22 祝費等 
『梅園の里ｳｵｰｷﾝｸﾞ』 

第５０回記念大会 
   ３，０００円 

(有)いこいの村国東 

梅園の里 

Ｈ24．9．28 祝費等 電報（１件）    １，４７０円 別 表 

Ｈ24．9．29 祝費等 富来保育園 運動会 ２，０００円 富来保育園 

Ｈ24．9．29 祝費等 
国指定有形重要文化財 

 岩戸寺宝塔 開眼供養会 
５，０００円 

岩戸寺宝塔保存修理

委員会 

Ｈ24．9．30 祝費等 国東こども園 運動会 ２，０００円 国東こども園 

     

  ９月分計 ７９，１７０円  

 



電報送付先（７～９月分） 

発信日 受取人・対象者等 

平成２４年７月１９日 
大分県土地改良事業団体連合会 

  会長  森田克巳 氏 銅像除幕式 祝電 

平成２４年８月２２日 日出町長 工藤義見 氏 当選祝電 

平成２４年８月３１日 
部落解放同盟大分県連合会 

  国東支部長  松本初男 氏 2012 年定期大会 祝電 

平成２４年９月２８日 竹田市長 首藤勝次 氏 岡藩城下町 400 年祭記念式典 祝電 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


