
平成27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2日 弔慰 3,000 町内最高齢者　佐藤マサエ氏（１０４歳）逝去 遺族

4月15日 渉外 4,115 角牟礼不動尊祭 実行委員会

4月27日 渉外 4,200 かまどヶ岩春祭り 実行委員会

４月合計 11,315

累計 11,315



平成27年度交際費の支出状況（平成27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7日 渉外 3,000 第２９回「筑後の土蔵」訪問時土産 山口酒造

渉外 総会御祝 玖珠町経営研究会

渉外 総会御祝 商工会女性部

渉外 総会御祝 大分県基地期成会

渉外 総会御祝 商工会青年部

5月8日 会費 4,000 理事会・意見交換会負担金 玖珠町商工会

5月9日 会費 5,000 合併１０周年記念式典懇親会負担金 日田市

5月12日 会費 4,000 情報交換会負担金 玖珠九重集落営農組織連絡協議会

5月14日 会費 5,000 歓送迎会負担金 畜産関係機関

渉外 詰所落成式 玖珠町消防団西部方面隊第５３部

渉外 設立総会 （農）つまりの郷

渉外 小型ポンプ付積載車納車祝賀会 玖珠町消防団南部方面隊

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 総会御祝 八幡地区猟友会

渉外 伐株山弘法祭 実行委員会

渉外 伐株山地蔵尊春の祭典 実行委員会

5月15日 渉外 4,115 馬頭観音祭 実行委員会

5月22日 激励 10,000 自治労野球壮行会 玖珠町野球部

5月25日 渉外 5,562 地方創生講演会講師土産 地方創生担当石破茂大臣

5月25日 渉外 12,000 麻生観八翁銅像祭供物 実行委員会

５月合計 96,767

累計 108,082

5月7日 16,460

5月15日 12,480

5月15日 10,800



平成27年度交際費の支出状況（平成27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

6月5日 渉外 3,980 中塚不動尊春の大祭 実行委員会

6月6日 激励 10,000 自治労女子バレー壮行会 玖珠町女子バレー部

6月11日 会費 4,000 意見交換会負担金 自治委員代表者協議会

6月15日 渉外 2,160 「玖珠町山野草、さつき展覧会」副賞 玖珠町山野草盆栽会

渉外 総会御祝 日田玖珠法人会玖珠支部

渉外 総会御祝 玖珠町商工会中央支部

渉外 水神祭御祝 下泊里自治区

渉外 レンゲツツジ祭り御祝 清田川レンゲツツジ祭り実行委員会

6月22日 渉外 2,000 総会御祝 玖珠町認定農業者高志会

渉外 総会御祝 玖珠郡たばこ組合

渉外 総会御祝 玖珠町商工会

6月25日 その他 7,000 寄付御礼 寄贈者

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 55,890

累計 163,972

6月15日 7,200

6月15日 8,320

6月25日 8,230



平成27年度交際費の支出状況（平成27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6日 渉外 19,656 表敬訪問時土産（PR）用久留島名作選 各訪問先

7月6日 渉外 4,115 総会御祝 玖珠郡年金者連盟

7月13日 弔慰 5,000 元町議会議員松山美智男氏逝去 遺族

7月15日 渉外 4,115 総会御祝 玖珠町青色申告会

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

渉外 総会御祝 県道菅原戸畑線期成会

渉外 総会御祝 玖珠町猟友会北山田駆除班

渉外 総会御祝 玖珠町建設業協会

渉外 総会御祝 玖珠郡育種組合・畜産振興会

渉外 総会御祝 猟友会玖珠支部及び保安協会

7月15日 渉外 1,330 企業訪問土産 訪問先企業（国東市）

7月16日 会費 5,000 玖珠駐屯地司令等送別会負担金 実行委員会

7月22日 弔慰 3,000 藤原篤子氏（100歳）逝去 遺族

7月27日 渉外 2,500 協定書調印式土産 （株）サイネックス

7月27日 渉外 1,200 企業視察土産 大分県大阪事務所

７月合計 73,356

累計 237,328

7月15日 16,640

7月15日 10,800



平成27年度交際費の支出状況（平成27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

8月2日 会費 1,000 交流会負担金 久留島武彦顕彰全国語りべ大会実行委員会

8月3日 渉外 1,500 企業訪問時PR用土産（炭酸水） 訪問先

8月5日 渉外 4,320 総会御祝 商工会森支部

8月5日 渉外 4,115 総会御祝 玖珠町ポイントカード会

渉外 清水瀑園滝開き 実行委員会

渉外 長住まつり前夜祭 実行委員会

8月5日 渉外 5,200 企業訪問時土産 各訪問先

8月10日 弔慰 5,000 自治委員井ノ口良一氏逝去 遺族

8月12日 弔慰 5,000 自治委員高　武夫氏逝去 遺族

8月17日 渉外 3,000 表敬訪問及び研修時土産 防衛省陸上幕僚長、総務省

渉外 玖珠祇園大祭 実行委員会

渉外 祝賀会御祝
中村次男氏林野庁長官表彰祝賀会実
行委員会

8月17日 弔慰 18,360 初盆参り 遺族

8月17日 渉外 4,100 祇園山車入魂式 森町祗園保存会

8月17日 渉外 3,450 電気列車作成御礼訪問 日田林工高校

8月17日 渉外 3,600 総会御祝 玖珠郡林研グループ連絡協議会

8月17日 渉外 4,115 坊がつる歌碑除幕式 実行委員会

8月19日 会費 3,000 懇親会負担金 玖珠九重地域林業振興協議会

8月31日 会費 5,000 師団長初度視察に伴う懇親会負担金 玖珠駐屯地第八師団

8月合計 87,220

累計 324,548

8月5日 8,230

8月17日 8,230



平成27年度交際費の支出状況（平成27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3日 弔慰 5,000 身体障がい者相談員葬儀 遺族

9月7日 渉外 3,000 行政視察土産 訪問先（熊本県）

9月7日 渉外 60,000 童話交流プログラム記念品（国際交流） キッズ・ピース少年少女サッカーチーム

9月7日 渉外 3,240 施設視察御礼 訪問先（熊本県）

9月7日 渉外 4,100 供養盆踊り大会 森地区

9月7日 渉外 47,444 地蔵講供養祭 各出展先

9月15日 渉外 63,882 表敬訪問時土産（PR）用久留島名作選 各訪問先

9月25日 渉外 3,600 供養盆踊り大会 玖珠地区

渉外 早起き野球九州大会参加記念品 実行委員会

渉外 企業視察土産 訪問先

9月25日 渉外 4,115 地鎮祭（起工式） 養護老人ホーム亀鶴苑

9月26日 会費 7,000
国体ホッケー成年女子出場激励壮行会全日本社
会人ホッケー選手権大会出場報告会負担金 実行委員会

９月合計 210,441

累計 534,989

9月25日 9,060



平成27年度交際費の支出状況（平成27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5日 渉外 2,400
「大学生観光まちづくりコンテスト２０１５」
玖珠町観光PRプレゼン学生への激励 明治大学生

10月15日 渉外 4,115 総会御祝 森駅通り商店街組合

10月15日 渉外 3,000
全国ホルスタイン共進会大分県選抜会来町市長
への土産 豊後大野市長

渉外 供養盆踊り大会 八幡地区

渉外 山下大御神社祭典 実行委員会

10月15日 渉外 1,060 企業視察土産 訪問先

10月15日 渉外 2,970 企業視察土産 訪問先

渉外 森地区観月祭 実行委員会

渉外 町民体育大会反省会 森地区

10月22日 弔慰 5,000 民生委員　葬儀 遺族

10月24日 弔慰 3,000 長寿高齢者（101歳）葬儀 遺族

10月26日 渉外 4,000 表敬訪問土産 防衛省

渉外 総会御祝 玖珠町退職者会

渉外 玖珠地区観月祭 実行委員会

10月26日 渉外 4,115 安全祈願祭及び畜魂祭 エコロジーセンター

10月30日 会費 4,000 畜産共進会反省会負担金 実行委員会

１０月合計 57,020

累計 592,009

10月15日 7,960

10月26日

10月15日 8,200

7,200



平成27年度交際費の支出状況（平成27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 1,060 企業視察訪問土産 訪問先

11月15日 会費 3,000 祝賀会負担金 商工会法施行５５周年記念事業実行委員会

11月16日 渉外 1,060 表敬訪問時土産 福岡市台湾領事館

11月16日 渉外 4,160
浦河内地区振興会発足４０周年記念第１３回き
じ車の里浦河内ふるさと祭り 実行委員会

11月16日 渉外 6,000 玖珠町鳥獣被害対策協議会視察研修土産 訪問先（鹿児島県3か所）

11月16日 賛助 2,800 第１２回玖珠九重農業祭町長賞副賞 受賞者

11月16日 渉外 50,000 農業祭来町時土産（玖珠米５０個） 福岡県長住町

11月25日 渉外 1,800 職員採用試験講師土産 採用試験講師

11月25日 渉外 3,600 中山田収穫祭 実行委員会

１１月合計 73,480

累計 665,489



平成27年度交際費の支出状況（平成27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1日 弔慰 3,000 長寿高齢者（１０２歳）葬儀 遺族

12月5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6日 渉外 8,750
ラグビー全九州クラブ実業団大会決勝戦対戦
チームへの土産 鹿児島県ラグビーチーム

12月7日 渉外 101,232 ＰＲ土産（玖珠米２００個） 関東くす・ここのえ会

12月7日 渉外 3,740 企業表敬訪問土産 訪問先

12月7日 渉外 4,115 若宮八幡神社秋季例大祭 実行委員会

12月18日 弔慰 5,000 消防団員葬儀 遺族

12月25日 会費 3,000 懇親会負担金 玖珠郡森林組合運営協議会

12月25日 渉外 10,800 意見交換会粗酒 県議長会

12月25日 渉外 6,240 訪問時土産 ドーンデザイン研究所水戸岡鋭治氏

12月28日 見舞い 5,000 見舞い 選挙管理委員長

１２月合計 160,877

累計 826,366



平成27年度交際費の支出状況（平成28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 部落解放同盟大分県連合会

1月14日 会費 10,000 意見交換会負担金 町村会事務局

1月15日 渉外 2,120 企業視察訪問土産 訪問先

1月15日 渉外 3,672 感謝祭 児童養護施設　鷹巣学園

1月15日 渉外 4,115 畜魂祭 豊後玖珠家畜市場

1月25日 渉外 3,980 神社秋季大祭 天祖神社

１月合計 38,887

累計 865,253



平成27年度交際費の支出状況（平成28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

渉外 懇親会負担金 玖珠町酪農組合

渉外 山の神祭り 玖珠郡森林組合

渉外 新年会 商工会女性部

2月6日 会費 5,000 忘年会負担金 大分県日華親善協会（台湾）

2月8日 弔慰 5,000 まちづくりアドバイザー実母葬儀 遺族

2月15日 渉外 4,800 訪問時土産 ドーンデザイン研究所水戸岡鋭治氏

渉外 懇親会負担金 玖珠町民生委員

渉外 山の神祭り 大分県椎茸農協九大地区

2月15日 渉外 3,000 視察研修土産 小国町

渉外 山の神祭り 森猟友会

渉外 新年会 くす自然薯愛好会

渉外 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21日 慶祝 10,000 総会祝儀 関西くす・ここのえ会

2月25日 渉外 2,120 企業への土産 来町企業２社

2月25日 激励 6,388 選手激励差入れ 県内一周駅伝選手

渉外 表敬訪問 日出生台米軍実弾射撃訓練現地対策本部

渉外 岩戸楽 実行委員会

渉外 研修用農作物提供御礼 ㈱有機産業

2月26日 会費 2,000 視察研修負担金 自治委員代表者協議会

２月合計 93,591

累計 958,844

2月25日 20,999

2月5日 12,345

2月15日 7,400

2月15日 14,539



平成27年度交際費の支出状況（平成28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7日 渉外 9,590 総会時玖珠町ＰＲ用景品 関西くす・ここのえ会

渉外 総会時玖珠町ＰＲ用景品 関西くす・ここのえ会

渉外 表敬訪問土産 訪問先企業（3社）

3月7日 渉外 4,115 改築落成式 日田はぎの園

3月12日 弔慰 3,000 長寿高齢者（１０２歳）葬儀 遺族

3月15日 渉外 1,060 表敬訪問土産 訪問先企業

3月15日 渉外 3,000 講演御礼 町民の日講師

渉外 総会御祝 ＪＡ玖珠九重トマト部会

渉外 総会御祝 ＪＡ玖珠九重菊部会

渉外 総会御祝 ＪＡ玖珠九重ブルーベリー部会

3月17日 会費 5,000 祝賀会負担金
消防庁長官表彰並びに大分県知事表
彰祝賀会実行委員会

3月19日 会費 5,000 送別会負担金 玖珠警察署長送別会実行委員会

3月25日 渉外 4,115 総会御祝 ＪＡ玖珠九重きゅうり部会

3月25日 渉外 3,980 総会御祝 長小野チャレンジ村

3月25日 渉外 3,600 解団式 県内一周駅伝玖珠郡選手団

3月25日 渉外 1,400 訪問時土産 ＬＯＶＥＦＭフェスティバル

3月25日 会費 4,500 懇親会負担金
議会閉会に伴う議会との懇親会実行
委員会

3月26日 会費 1,000 懇親会負担金
第２９回筑後川フェスティバル記念
植樹実行委員会

3月29日 弔慰 5,000 国保運営協議会委員実父葬儀 遺族

３月合計 129,105

累計 1,087,949

3月7日 62,400

3月15日 12,345



平成27年度交際費の支出状況（平成28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5日 渉外 3,240 表敬訪問土産 大分大学

4月15日 渉外 3,600 総会御祝 玖珠町猟友会玖珠支部

4月15日 渉外 4,160 総会御祝 （農）つまりの郷

4月15日 渉外 1,200 表敬訪問土産 訪問先企業

4月25日 渉外 4,100 総会御祝 つのむれ会

４月合計 16,300

累計 1,104,249


