
令和元年度交際費の支出状況（平成31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3日 弔慰 5,000 元町議会議員逝去香典 遺族

渉外 1,000 事業者訪問時土産 訪問先

慶祝 1,800 玖珠町猟友会玖珠分会総会御祝 玖珠町猟友会玖珠分会

4月11日 弔慰 5,000 元玖珠町教育指導員妻逝去香典 遺族

慶祝 玖珠九重農協胡瓜部会総会御祝 玖珠九重農協胡瓜部会

会費 九州防衛局意見交換会会費 事務局

玖珠町猟友会北山田分会総会御祝 玖珠町猟友会北山田分会

玖珠町猟友会八幡分会総会御祝 玖珠町猟友会八幡分会

慶祝 2,000 かまどヶ岩春の大祭御祝 かまどヶ岩整備委員会

4月16日 慶祝 10,000
日田・玖珠・九重地区の郷土産品
を愉しむ会祝儀

関東くす・ここのえ会

4月25日 慶祝 2,160 角埋神社春祭り 実行委員会

4月25日 弔慰 5,000 ふるさとキャラバン隊隊員逝去香典 遺族

４月合計 46,120

累計 46,120

4月5日

14,160

慶祝
4月15日



令和元年度交際費の支出状況（令和元年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 弔慰 5,000 行政書士相談員逝去香典 遺族

5月9日 会費 5,000
九州地区道路利用者会議定時総会
会費

九州地区道路利用者会

5月12日 慶祝 10,000 在京大分県人会総会祝儀 在京大分県人会

玖珠町商工会青年部通常総会御祝 玖珠町商工会青年部

伐株山地蔵尊春の祭典御祝 伐株山地蔵尊唐杉講中

日田玖珠法人会玖珠支部総会御祝 日田玖珠法人会玖珠支部

渉外 第70回日本童話祭来賓土産 童話祭来賓

5月16日 会費 5,000 玖珠郡畜産関係機関歓送迎会会費 畜産関係機関歓送迎会幹事会

5月17日 慶祝 10,000
大分県建設業協会玖珠支部通常総
会御祝

大分県建設業協会玖珠支部

5月18日 慶弔 5,000 玖珠町議会議長実母逝去香典 遺族

5月20日 会費 2,000
防衛施設周辺整備予算要求に伴う
九州防衛局合同陳情事案別検討会
会費

大分県基地周辺整備対策協会

5月22日 弔慰 5,000 玖珠むつみ会理事逝去香典 遺族

5月25日 慶祝 5,000 日田川開き観光祭御祝 日田市

弘法大師祭御祝 切株山弘法大師祭保勝会

寺山つつじ公園祭り御祝 玖珠町商工会玖珠支部

玖珠町商工会女性部通常総会御祝 玖珠町商工会女性部

麻生観八翁銅像祭供物 麻生観八翁銅像奉賛会

神奈川大分県人会協賛品 神奈川大分県人会

玖珠町商工会八幡支部総会御祝 玖珠町商工会八幡支部

5月30日 弔慰 5,000 元県議会議員逝去香典 遺族

5月合計 97,941

累計 144,061

5月27日 慶祝 22,770

5月15日 18,171
慶祝



令和元年度交際費の支出状況（令和元年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4日 会費 5,000 防災連絡協議会懇親会会費 防災連絡協議会

6月17日 会費 1,000 玖珠郡育英会意見交換会会費 玖珠郡育英会

玖珠町商工会通常総代会御祝 玖珠町商工会

新栄合板工業株式会社竣工披露御祝 新栄合板株式会社

渉外
道の駅「童話の里くす」10周年記
念式典記念品

OBS大分放送局

慶祝 下泊里水神祭 下泊里水路世話人

渉外 さつき・山野草等展覧会町長賞 玖珠町山野草盆栽会

6月18日 会費 5,000
大分県警察官友の会玖珠支部総会
意見交換会会費

大分県警察官友の会玖珠支部

SL29612の整備に係る相談会 NPO法人汽車倶楽部

事業者訪問時土産 訪問先

6月合計 31,200

累計 175,261

令和元年度交際費の支出状況（令和元年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

会費 10,000 大分県退職町村長会会費 大分県退職町村長会事務局

玖珠町商工会森支部総会御祝 玖珠町商工会森支部

玖珠郡豊穣祈願祭御祝 大分県神社庁玖珠支部

玖珠町グリーンツーリズム研究会
総会御祝

玖珠町GT研究会

企業訪問時土産 訪問先

台北駐福岡経済文化領事訪問時土
産

台北駐福岡経済文化領事館

玖珠町建設業協会通常総会御祝 玖珠町建設業協会

玖珠町年金者連盟総会御祝 玖珠町年金者連盟

玖珠郡猟友会保安協会総会御祝 玖珠郡猟友会保安協会

7月26日 会費 8,000 官学連携協議における会費 明海大学

7月合計 43,350

累計 218,611

6月17日 17,200

6月25日 渉外 3,000

慶祝

渉外 8,100

7月16日

慶祝 10,8007月25日

慶祝 6,450



令和元年度交際費の支出状況（令和元年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 激励 10,000 自治労スポーツ大会出場激励金（野球部） 玖珠町職労野球部

弔慰 3,000 長寿高齢者逝去香典代 遺族

渉外 2,000 企業来庁時土産 事業者

8月8日 会費 5,000
九州地区市町村文化財保存整備協
議会情報交換会費

九州地区市町村文化財保存
整備協議会

第43回長住まつり御祝 長住まつり振興会

第16回玖珠祇園大祭御祝 祇園大祭実行委員会

部落解放同盟玖珠支部定期大会御祝 部落解放同盟玖珠支部

2,050 清水瀑園滝開き 森地区振興会

2,200
菅原・山浦線県道期成会定期総会
御祝

菅原・山浦線県道期成会

玖珠九重農協稲作研究部会総会御
祝

玖珠九重農協稲作研究部会

玖珠郡林研グループ連絡協議会総
会御祝

玖珠郡林研グループ連絡協議会

中央支部通常総会御祝 玖珠町商工会中央支部

玖珠町ポイントカード会通常総会
御祝

玖珠町ポイントカード会

弔慰 3,000 長寿高齢者逝去香典代 遺族

会費 4,000
麻生氏大分県体育協会会長就任祝
賀会会費

発起人会

8月合計 55,972

累計 274,583

令和元年度交際費の支出状況（令和元年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

交流都市訪問時土産 日出町豊岡地区子ども会育成会

企業訪問時土産 事業者

9月9日 弔慰 3,000 長寿高齢者逝去香典代 遺族

9月12日 会費 5,000
大分県消防協会副会長就任報告会
及び懇親会会費

実行委員会

6,000 教育基金関係来庁者土産 来庁者

町村議会議員研修会 大分県町村議会

慶祝 玖珠町退職者総会御祝 玖珠町退職者会

渉外 27,329 玖珠町地蔵講供養祭 各出展先

9月合計 59,889

累計 334,472

9月5日 渉外 9,200

9月25日

渉外

9,360

8月5日

8月30日

13,732

8月15日

7,200

3,790

8月26日

慶祝



令和元年度交際費の支出状況（令和元年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4日 渉外 15,228 企業来庁時土産 事業者

10月6日 5,000 元町議会議員逝去香典代 遺族

5,000 玖珠町消防団部長逝去香典代 遺族

2,160 森町供養盆踊り大会 森供養盆踊り大会実行委員会

2,050 森地区観月祭御祝
森地区コミュニティ運営協
議会

10月12日 弔慰 5,000 元町議会議員逝去香典代 遺族

会費 3,000 畜産共進会反省会会費 玖珠郡酪農振興協議会

名月を愛でるお茶の会御祝 名月を愛でるお茶の会

北山田地区敬老会御祝 北山田コミュニティ運営協議会

10月17日 弔慰 3,000 長寿高齢者逝去香典代 遺族

会費 5,000 野球日本代表選手激励会会費 後援会

交流都市来庁時土産 台北駐福岡経済文化領事館

交流都市来庁時土産 石巻市

慶祝 2,057 山下大御神社祭典御祝 祭典事務局

1,260 企業訪問時土産 事業者

6,300
西部方面総監部及び九周防衛局要
請行動時土産

訪問先

15,000 韓国陶芸展オープニング式典時土産 式典来賓

10月28日 弔慰 5,000 玖珠町民生委員会長実母逝去香典代 遺族

10月合計 83,455

累計 417,927

10月25日

弔慰

渉外 4,000

渉外

10月7日
慶祝

10月15日
慶祝 4,400



令和元年度交際費の支出状況（令和元年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1日 弔慰 5,000 現自治委員逝去香典代 遺族

渉外 台湾歓迎レセプション来町時土産 台北駐福岡経済文化辧事處

賛助 第7回しんけん大分学検定副賞 受賞者

渉外 4,000 企業訪問時土産 訪問先

1,895 玖珠地区観月祭御祝 玖珠地区コミュニティ観月祭実行委員会

11月15日 3,300 企業増設表明式御祝 事業者

5,000 民生委員退任式 事務局

3,000 第7回九州ホルスタイン共進会祝勝会 玖珠町酪農振興協議会

賛助 大分県人会協賛品 大分県人会

台湾彰化市訪問時土産 訪問先

6,000 防衛本省合同陳情 訪問先

中山田自治会収穫祭御祝 中山田自治会

嵐山瀧神社秋季例大祭御祝 例大祭事務局

3,670 大分県畜産共進会出品者反省会 玖珠郡出品者代表

渉外 2,000 職員採用面接試験外部講師土産 講師

賛助 2,986 第16回玖珠九重農業祭農産物品評会副賞 受賞者

11月合計 98,321

累計 516,248

令和元年度交際費の支出状況（令和元年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2日 弔慰 5,000 現自治委員逝去香典代 遺族

85,100
第40回関東くす・ここのえ会総会
時土産

関東くす・ここのえ会

27,000 農業祭視察団体来町時土産 農業祭視察団体

慶祝 7,700 日田玖珠議長会御祝 日田玖珠議長会

4,800 交流団体訪問時土産 訪問先

2,160 企業訪問時土産 訪問先

12月17日 会費 3,000 玖珠町消防OB連絡協議会会費 玖珠町消防OB連絡協議会

12月19日 見舞い 5,000 交通指導員見舞い代 対象者

2,096
商工会中央支部運営による若八幡
神社秋季例大祭御祝

商工会中央支部

2,786 鷹巣学園感謝祭御祝 鷹巣学園

渉外 45,500
台湾鉄路管理局との姉妹友好締結
にかかる記念品及び土産

台湾鉄路管理局及び来賓

12月合計 190,142

累計 706,390

4,520

28,950

渉外

慶祝
11月25日

28,000

11月5日

11月19日 会費

慶祝

慶祝
12月25日

12月5日

渉外

渉外



令和元年度交際費の支出状況（令和2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4日 弔慰 5,000 元消防団長実母逝去香典代 遺族

渉外 2,000 合同公売会備品借用訪問時土産 運営機関

玖珠地区町民体育大会成績報告会 玖珠地区体育協会

山王公民館改修工事落成式御祝 山王自治区

玖珠町内会ふれあいの会御祝 塚脇町内会

渉外 6,913 駐日大使への御礼 台湾駐日大使

1月7日 10,000 部落解放同盟荊冠旗開き御祝 部落解放同盟大分県連合会

5,000 豊後七福神来庁時御志 豊後七福神運営団体

1月10日 3,000 玖珠町身体障害者協議会新年会会費 玖珠町身体障害者協議会

1月12日 3,000 消防特別点検反省会会費 玖珠町消防団

1月13日 3,000 日田地域新年互礼会会費 新年互礼会事務局

1月15日 10,000 町村長と町議会議長との意見交換会 大分県町村会事務局

1月18日 弔慰 5,000 現自治委員逝去香典代 遺族

1月19日 会費 6,000
自衛隊大分地方協力本部創立65周
年記念行事会費

自衛隊大分地方協力本部事務局

1月26日 10,000 大分県日華親善協会新年会御祝 大分県日華親善協会

4,191
久留島武彦先生銅像建立除幕式祝
賀会御祝

久留島武彦像建立期成会

渉外 4,360
三日月の滝公園地権者訪問時土産
代

訪問先

3,600 玖珠九重農協梨部会総会御祝 玖珠九重農協梨部会

道の駅童話の里くす・慈恩の滝く
す新年行事の御祝

道の駅童話の里くす
道の駅慈恩の滝くす

塚脇どんど焼き御祝 玖珠町どんど焼き実行委員会

渉外 1,410 企業訪問時土産 訪問企業

1月28日 会費 4,000
玖珠町老人クラブ連合会年始の会
会費

玖珠町老人クラブ連合会

1月合計 96,459

累計 802,849

1月27日

5,793慶祝

会費

4,192

慶祝

1月6日

慶祝

慶祝



令和元年度交際費の支出状況（令和2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2日 会費 5,000 消防長送別会会費 玖珠町消防団

2月6日 弔慰 5,000 教育長職務代理者実母逝去香典代 遺族

2月9日 慶祝 5,000 大分県立森高等学校同窓会御祝 大分県立森高等学校同窓会

2月16日 慶祝 10,000 関西くす・ここのえ会総会御祝 関西くす・ここのえ会

7,248
豊の国かぼす大使会・大分かぼす
会新年懇親パーティーへの食材の
提供

豊の国かぼす会・大分かぼす会

4,079 交流自治体来庁に係る御礼 交流自治体

6,000 米軍演習現地対策本部慰問 米軍演習現地対策本部

激励 5,443 県内一周駅伝選手激励 県内一周駅伝玖珠郡チーム

渉外 56,700 関西くす・ここのえ会総会お土産 関西くす・ここのえ会

玖珠郡森林組合山の神祭御祝 玖珠郡森林組合

九重町消防団特別点検御祝 九重町消防団

玖珠九重農協ピーマン部会総会御
祝

玖珠九重農協ピーマン部会

2月合計 115,270

累計 918,119

令和元年度交際費の支出状況（令和2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 2,120 交流団体訪問時土産 訪問先

慶祝 4,191 玖珠九重農協菊部会総会御祝 玖珠九重農協菊部会

渉外 3,600 寄附者来町時土産 寄附者

玖珠郡地域技能士会新年互礼会御祝 玖珠郡地域技能士会

商工会女性部役員新年会御祝 商工会女性部

大分県たばこ販売協同組合玖珠支
部年始会御祝

大分県たばこ販売協同組合

玖珠九重農協葉たばこ部会総会御祝 玖珠九重農協葉たばこ部会

農事組合法人田の口通常総会御祝 農事組合法人田の口

慶祝 玖珠九重農協きゅうり部会総会御祝 玖珠九重農協きゅうり部会

激励 県内一周駅伝解団式 県内一周駅伝玖珠郡チーム

3月合計 25,624

累計 943,743

10,800慶祝

2月17日
渉外

2月25日

3月16日

慶祝 10,313

3月25日 5,400


