
平成26年度交際費の支出状況（平成26年4月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

4月2日 弔慰 5,000 玖珠町保育協議会会長　松本耕造氏実母逝去 遺族

4月3日 渉外 2,670 ふるさと納税御礼 ふるさと納税者

4月15日 渉外 3,000 ふるさと納税御礼 ふるさと納税者

4月21日 渉外 1,360 企業訪問 企業

4月22日 渉外 4,000 総会御祝 玖珠町民生児童委員協議会

4月23日 渉外 2,000 総会御祝 玖珠町認定農業者高志会

4月25日 渉外 4,340 かまどヶ岩春祭り 実行委員会

渉外 角埋神社春祭り 実行委員会

渉外 玖珠町土地改良区設立４０周年及び全土連表彰祝賀会 玖珠町土地改良区設立４０周年実行委員会

渉外 豊前坊祭り 実行委員会

渉外 総会御祝 玖珠町経営研究会

渉外 総会御祝 日出生台演習場周辺施設整備期成会

４月合計 42,945

累計 42,945

20,5754月25日



平成26年度交際費の支出状況（平成26年5月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

5月15日 渉外 4,350 下綾垣抱く子這う子祭り 実行委員会

渉外 園舎竣工式 新わかたけ保育園

渉外 総会御祝 商工会青年部

5月15日 激励 8,826 童話の里カップ高校女子ソフトボール大会 実行委員会

5月15日 渉外 3,000 長住フェスタイベント 実行委員会

5月15日 渉外 4,160 総会御祝 猟友会北山田支部

5月22日 渉外 2,354 ペイジー制度研修訪問 日出町役場

5月23日 渉外 2,500 豊後森駅現地調査訪問土産 視察団

5月24日 会費 3,500 第１９回全国小さくても輝く自治体フォーラムin九重 実行委員会

渉外 消防積載車納車 消防団南部方面隊第３４部

渉外 詰所落成式 玖珠地区消防団

渉外 切株山弘法祭 実行委員会

渉外 切株山地蔵尊春の祭典 実行委員会

渉外 総会御祝 玖珠九重農協稲作研究部会

渉外 総会御祝 商工会女性部

渉外 馬頭観音祭 実行委員会

5月26日 渉外 12,000 麻生観八翁銅像祭 実行委員会

5月30日 激励 10,000 自治労野球壮行会 玖珠町野球部

５月合計 85,150

累計 128,095

8,2305月15日

5月26日 18,000

5月26日 8,230



平成26年度交際費の支出状況（平成26年6月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

渉外 総会御祝 商工会森支部

渉外 総会御祝 商工会中央支部

渉外 総会御祝 日田玖珠法人会

渉外 総代会御祝 玖珠町商工会

6月5日 渉外 36,364 表敬訪問時土産(PR)用久留島名作選 各訪問先等

6月5日 渉外 2,160 表敬訪問 元監査委員

6月5日 渉外 2,916 「さつき展覧会」副賞 玖珠町盆栽会

6月10日 弔慰 5,000 学校歯科医相良歯科院長　相良泰介氏実母逝去 遺族

6月13日 渉外 4,000 総会御祝 大分県立森高校野球部

6月14日 弔慰 5,000 全国児童生徒俳句大会選考委員　倉田紘文氏逝去 遺族

6月16日 渉外 4,115 総会御祝 玖珠町たばこ協同組合

渉外 水神祭御祝 下泊里自治区

渉外 れんげツツジ祭り御祝 清田川れんげツツジ祭り実行委員会

渉外 総会御祝 （農）わいわい元気村

渉外 総会御祝 （農）実業営農組合

渉外 総会御祝 玖珠九重集落営農組織連絡協議会

渉外 総会御祝 （農）きりかぶ

渉外 町村会５月役員会意見交換会 大分県町村会

6月23日 渉外 4,000 総会負担金 警察官友の会

6月24日 渉外 4,000 協議会負担金 自治委員代表者協議会

6月25日 渉外 2,000 総会負担金 玖珠町グリーンツーリズム研究会

6月25日 渉外 1,310 表敬訪問土産代 語りべの会会長

6月27日 弔慰 3,000 久留島武彦先生追悼法要御仏前 久留島会

６月合計 119,365

累計 247,460

6月5日 16,460

6月16日 16,640

6月16日 12,400



平成26年度交際費の支出状況（平成26年7月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

7月3日 弔慰 5,000 １０３歳半田テルヨ氏　逝去 遺族

7月7日 渉外 4,115 総会御祝 玖珠郡地域畜産振興会・玖珠郡和牛育種組合

7月7日 渉外 1,500 行政視察研修御礼 水俣市観光物産館鶴の屋

7月8日 弔慰 5,000 玖珠町人権擁護委員代表丸山博美氏母逝去 遺族

渉外 柿西ホタルまつり 実行委員会

渉外 玖珠郡豊穣祈願祭 大分県神社庁玖珠支部

7月15日 弔慰 5,000 １００歳兎田フジエ氏　逝去 遺族

7月18日 渉外 5,000 祝賀会祝儀
全国乾椎茸品評会農林水産大臣賞並びに林野庁長官
賞受賞祝賀会実行委員会

7月19日 渉外 6,000 祝賀会負担金 繁田政安氏端宝単光章受章受賞祝賀会実行委員会

渉外 総会御祝 玖珠町建設業協会

渉外 総会御祝 猟友会玖珠支部

７月合計 47,135

累計 294,595

7月25日 7,200

7月15日 8,320



平成26年度交際費の支出状況（平成26年8月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

7月31日 会費 3,000 総会負担金 玖珠九重地域林業振興協議会

8月3日 渉外 1,000 レセプション負担金 久留島武彦顕彰全国語りべ大会実行委員会

渉外 総会御祝 玖珠町ポイントカード会

渉外 祝賀会御祝
全国乾椎茸品評会・農林大臣賞ならびに林野庁長官
賞受賞祝賀会実行委員会

渉外 清水瀑園滝開き御祝 実行委員会

渉外 長住祭り前夜祭御祝 実行委員会

渉外 玖珠祇園大祭御祝 実行委員会

8月5日 弔慰 31,040 初盆参り 遺族

8月15日 渉外 2,000 行政視察御礼 熊本県菊陽町

8月15日 渉外 4,115 新園舎竣工式 鷹巣保育園

8月24日 会費 3,000 消防操法大会報告会負担金 実行委員会

8月25日 渉外 1,800 行政視察御礼 大分市役所

8月合計 66,530

累計 361,125

8月5日 8,230

8月5日 12,345



平成26年度交際費の支出状況（平成26年9月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

9月4日 会費 6,000
おんせん県おおいたディスティネーションキャ
ンペーン懇親会負担金 実行委員会

9月5日 渉外 2,000 行政視察御礼 長崎県波佐見町

9月16日 見舞い 5,000 見舞い 選挙管理委員

9月16日 激励 8,075 ボーイズリーグ九州選抜激励 選手

渉外 玖珠地区供養盆踊り 実行委員会

渉外 塚脇町内会地蔵講 出展者各位

渉外 地蔵講供養祭 実行委員会

渉外 総会御祝 玖珠町退職者会

9月25日 渉外 49,140 町長外部訪問土産（くるしま童話名作選） 訪問先

9月25日 渉外 2,800 町長訪問時土産
全国児童生徒俳句大会選者、環境省
派遣職員

９月合計 119,715

累計 480,840

9月16日 46,700



平成26年度交際費の支出状況（平成26年10月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

10月2日 渉外 3,000
山口怜子氏パッチワークキルト展（長崎県）開
会式土産 実行委員会

10月15日 渉外 4,500 全国児童生徒俳句大会選者への御礼 選者

10月15日 渉外 4,115 蓄魂祭及び安全祈願祭 実行委員会

渉外 森地区観月祭 実行委員会

渉外 総会御祝 森駅通り商店街協同組合

10月18日 渉外 12,000 意見交換時土産 武蔵野音大・大分芸術短大他

10月18日 渉外 5,440 就任祝賀会土産 JR九州唐池会長

10月22日 渉外 4,000
商工会女性部全国大会in福岡２０１４講師　山
口怜子氏への花束贈呈 まちづくりアドバイザー山口怜子氏

10月23日 会費 4,000 反省会負担金 大分県畜産共進会（肉用牛の部）

10月27日 会費 3,000 反省会負担金 大分県畜産共進会（乳用牛の部）

10月27日 渉外 3,600 玖珠地区観月祭 実行委員会

10月28日 見舞い 5,000 見舞い
人権擁護委員・玖珠地区保護司会事
務局長

１０月合計 56,885

累計 537,725

10月15日 8,230



平成26年度交際費の支出状況（平成26年11月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

11月5日 渉外 29,484 表敬訪問時土産（PR）用久留島名作選 各訪問先等

11月5日 渉外 3,704 中山田収穫祭 実行委員会

11月5日 渉外 4,115 大分県畜産共進会（肉用牛）祝賀会 実行委員会

11月5日 渉外 4,115 大分県畜産共進会（乳用牛）反省会 実行委員会

11月9日 弔慰 5,000 学校歯科医　是永歯科院長　是永悟氏実母逝去 遺族

11月17日 渉外 4,115 かまどヶ岩秋祭り 実行委員会

渉外 落成式 玖珠消防署

渉外 意見交換会（地酒PR） 星空の街・あおぞらの街実行委員会

11月25日 渉外 47,700 農業祭来町時土産（玖珠米５３個） 福岡市長住町

11月25日 渉外 2,400 玖珠町職員採用試験面接講師土産 面接講師

11月26日 会費 6,000 祝賀会負担金
佐藤俊文氏瑞宝双光章受章祝賀会
実行委員会

１１月合計 119,683

累計 657,408

11月17日 13,050



平成26年度交際費の支出状況（平成26年12月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

12月5日 渉外 4,115 水神祭 日出生北部簡易水道組合

12月5日 渉外 95,180 PR土産（玖珠米200個） 関東くす・ここのえ会

12月6日 賛助 10,000 クリスマスチャリティ協賛金 ソロプチミスト玖珠

12月9日 渉外 6,812 年賀状代 各位

12月10日 会費 4,000 意見交換会負担金 玖珠町民生児童委員協議会

12月14日 渉外 5,000 祝賀会負担金 別府市長浜田ひろし氏後援会

12月15日 渉外 6,960 空き店舗ギャラリーイベントスタンプラリー町長賞 森駅通り商店街

12月15日 渉外 13,759 表敬訪問時土産（PR）用久留島名作選 各訪問先等

12月17日 弔慰 5,000 学校歯科医　田代歯科田代潤氏　実母逝去 遺族

12月25日 渉外 5,700 年賀状印刷代 各位

12月25日 渉外 3,218 感謝祭 児童養護施設　鷹巣学園

12月25日 渉外 3,000 コンサート花束代 メルヘン大使岩崎記代子氏

12月27日 弔慰 5,000 自治委員　梶原高好氏逝去 遺族

１２月合計 167,744

累計 825,152



平成26年度交際費の支出状況（平成27年1月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

1月5日 渉外 5,000 巡業御志 豊後七福神

1月7日 渉外 10,000 荊冠旗開き 部落解放同盟

1月8日 弔慰 5,000 元町史編纂委員会素純氏実母逝去 遺族

1月13日 会費 3,000 意見交換会負担金 玖珠郡森林組合運営協議会

1月14日 会費 13,000 意見交換会負担金 町村会事務局

渉外 神社祭典 山下大御神社

渉外 町民体育大会反省会 八幡地区

1月15日 賛助 2,111 農業祭町長賞 JA玖珠九重農業協同組合

1月15日 渉外 4,115 畜魂祭 玖珠家畜市場

1月23日 会費 3,500 年始の会負担金 玖珠町老人クラブ連合会

1月25日 会費 6,000 祝賀会負担金 日隈一秀氏端宝単光章受章祝賀会実行委員会

1月26日 渉外 3,600 総会御祝 玖珠町消防OB連絡協議会総会

1月26日 渉外 2,400 行政視察御礼 唐津市

１月合計 65,686

累計 890,838

1月15日 7,960



平成26年度交際費の支出状況（平成27年２月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

2月5日 渉外 4,200 どんど焼き 古後地区

2月5日 渉外 3,000 玖珠町PR用提供品 豊の国かぼす大使会・大分かぼす会

2月5日 渉外 3,000 慈恩の滝地域振興施設整備協議土産 地権者

渉外 安全祈願祭 交通安全協会玖珠分会

渉外 山の神祭り 玖珠郡森林組合

渉外 総会御祝 猟友会森分会

渉外 山の神祭り 椎茸農協九大地区連合会玖珠第一分会

渉外 消防詰所上棟式 玖珠町消防団第５３部

2月22日 慶祝 10,000 総会祝儀 関西くす・ここのえ会

渉外 意見交換会 玖珠町酪農組合

渉外 新年会 玖珠町商工会女性部

渉外 総会御祝 JA玖珠九重ピーマン部会

2月25日 激励 6,447 選手激励差入れ 県内一周駅伝選手

２月合計 58,112

累計 948,950

2月16日 12,345

2月16日 8,320

2月25日 10,800



平成26年度交際費の支出状況（平成27年３月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

3月5日 渉外 70,764 総会時、玖珠町PR用景品 関西くすここのえ会

3月9日 渉外 6,066 表敬訪問 日出生台米軍実弾射撃訓練現地対策本部（玖珠町）

3月13日 弔慰 5,000
玖珠町教育委員会　委員長職務代理者　　　河
野明美氏実父逝去 遺族

渉外 総会御祝 JA玖珠九重ブルーベリー部会

渉外 総会御祝 JA玖珠九重菊部会

渉外 総会御祝 椎茸農協九大支部

渉外 解団式 県内一周駅伝

3月16日 渉外 6,900 行政視察御礼 山口市、福岡県糸島市

渉外 大会御祝 商工会青年部

渉外 表敬訪問 米軍実弾射撃訓練現地対策本部（由布市）

3月19日 会費 5,000 祝賀会負担金
中山信幸氏消防庁長官表彰並びに喜見秀一郎氏大分
県知事表彰受章祝賀会実行委員会

3月21日 弔慰 5,000 国登録有形文化財宅荒木美智子氏逝去 遺族

3月25日 渉外 5,620 講師御礼 三屋裕子氏（町民の日講師）

３月合計 126,081

累計 1,075,031

3月16日 14,400

3月16日 7,331



平成26年度交際費の支出状況（平成27年4月支払分） 【単位：円】

支出日 支出区分 支出金額 支出内容 支出先

4月6日 渉外 50,123 表敬訪問時土産(PR)用久留島名作選 各訪問先等

4月6日 渉外 3,000 行政視察御礼 直方市

4月15日 渉外 4,160 総会御祝 北山田地区猟友会

4月15日 渉外 3,600 総会御祝 玖珠地区猟友会

４月合計 60,883

累計 1,135,914


