
 議 会 交 際 費 

 2011 / 04 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/04/15 会費 ¥6,000 防府市教育委員会・防府市小・中学校校 防府市教育委員会・防府市小・中学校校 
 長会 長会合同歓送迎会会費 

 2011/04/19 会費 ¥5,000 防府商工会議所青年部2011年度会長 防府商工会議所青年部定期総会・懇親 
 会 

 合計 \11,000  (2 件) 



 議 会 交 際 費 

 2011 / 05 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/05/12 会費 ¥3,000 防府地区危険物安全協会 防府地区危険物安全協会定期総会懇談会 

 2011/05/20 会費 ¥3,000 防府商工会議所 会頭 防府商工会議所通常議員総会 

 2011/05/27 会費 ¥6,000 防府市自治会連合会 防府市自治会連合会総会 

 合計 \12,000  (3 件) 
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 議 会 交 際 費 

 2011 / 06 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/06/22 弔慰 ¥5,000 喪主 香典（市議会議員ご母堂様） 

 2011/06/22 弔慰 ¥21,000 喪主 生花（市議会議員ご母堂様） 

 合計 \26,000  (2 件) 
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 議 会 交 際 費 

 2011 / 07 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/07/06 会費 ¥3,000 中国治水期成同盟会連合会会長 中国治水期成同盟会連合会懇談会 

 2011/07/10 協賛 ¥3,000 2011年原水爆禁止国民平和大行進山口 2011年原水爆禁止国民平和大行進 
 県実行委員会 実行委員長 

 2011/07/11 弔慰 ¥5,000 喪主 香典（市職員・本人） 

 2011/07/22 慶祝 ¥5,000 下松市議会議長 下関市議会議長の全国市議会議長会会 
 長就任記念品 

 2011/07/22 会費 ¥10,000 全国市議会議長会会長就任祝賀会実行 下関市議会議長の全国市議会議長会会 
 委員会 長就任祝賀会 

 合計 \26,000  (5 件) 



 議 会 交 際 費 

 2011 / 08 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/08/10 広告 ¥4,000 山口県地域人権運動連合会 議長 「地域と人権」山口県版2011年・夏季広告料 

 合計 \4,000  (1 件) 
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 議 会 交 際 費 

 2011 / 09 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/09/19 慶祝 ¥24,000 各地区社会福祉協議会会長 牟礼･勝間･華浦･野島･西浦･富海･小野･ 
 大道地区敬老会祝儀 

 2011/09/23 弔慰 ¥5,000 喪主 香典（市職員・本人） 

 合計 \29,000  (2 件) 



 議 会 交 際 費 

 2011 / 12 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2011/12/02 会費 ¥3,000 防府みなと振興会会長 防府みなと振興会懇談会会費 

 2011/12/17 会費 ¥1,000 防府読売マラソン大会事務局長 歓迎の夕べ参加料 

 2011/12/19 会費 ¥6,000 防府商工会議所 会頭 防府商工会議所臨時議員総会（正副議 
 長2名分 12/19） 

 合計 \10,000  (3 件) 



 議 会 交 際 費 

 2012 / 01 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2012/01/04 会費 ¥6,000 防府商工会議所 会頭 防府商工会議所新年互礼会（正副議長2 
 名分1/5） 

 2012/01/04 会費 ¥2,000 明るい勝間づくり推進協議会会長 勝間地区新年の集い 

 2012/01/10 会費 ¥6,000 防府市自治会連合会 平成２３年度「自・社合同新年の集い」 

 合計 \14,000  (3 件) 



 議 会 交 際 費 

 2012 / 02 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2012/02/10 広告 ¥4,000 山口県地域人権運動連合会 議長 「地域と人権」山口県版2012年・年賀広告料 

 合計 \4,000  (1 件) 
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 議 会 交 際 費 

 2012 / 03 月分 
 日付 費目 金額 支出先 支出理由 

 2012/03/01 弔慰 ¥21,000 喪主 生花（市職員・本人） 

 2012/03/01 弔慰 ¥10,000 喪主 香典（市職員・本人） 

 2012/03/20 慶祝 ¥3,000 山口短期大学 学長 山口短期大学学位記授与式 

 合計 \34,000  (3 件) 
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 議 会 交 際 費 

 総計 \170,000 2012/03/20まで  (25 件) 
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