
議　会　交　際　費

2018 / 04 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/04/06 ¥600 防府地区自衛隊協力会会長 第１１期一般空曹候補生課程入隊
・入校式

会費

2018/04/17 ¥7,000 防府商工会議所青年部 防府商工会議所青年部　定時総
会・懇親会

会費

 (2 件)合計 \7,600
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議　会　交　際　費

2018 / 05 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/05/02 ¥6,000 防府市中学校長会長 防府市教育委員会並びに市内校
長会合同歓送迎会会費

会費

2018/05/18 ¥6,000 防府市自治会連合会会長 防府市自治会連合会懇親会会費会費

2018/05/25 ¥2,000 防府市危険物安全協会会長 危険物安全総会懇親会会費会費

2018/05/25 ¥5,000 山口県環境整備事業協働組合理事長 第２８回通常総会式典祝儀慶祝

2018/05/29 ¥6,000 一般社団法人山口県中小企業経営者
協会代表理事会長

2018年度（一社）山口県中経協交
流懇親会会費

会費

2018/05/29 ¥3,000 一般社団法人防府観光コンベンション
協会会長

防府観光コンベンション協会総会
情報交換会会費

会費

2018/05/31 ¥3,000 防府商工会議所会頭 平成３０年度通常議員総会懇親会
会費

会費

 (7 件)合計 \31,000
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議　会　交　際　費

2018 / 06 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/06/02 ¥2,500 防府地区自衛隊協力会会長 開庁記念行事祝賀会食会費会費

2018/06/02 ¥5,000 山口県建築士会防府支部支部長 山口県建築士会防府支部通常総
会

会費

2018/06/03 ¥3,000 防府地区自衛隊協力会会長 航空祭祝賀会食会費会費

2018/06/05 ¥2,000 防府市まちの駅うめてらすネットワーク
事務局

うめてらすネットワーク懇親会費会費

2018/06/17 ¥3,000 花供養あじさい会会長 第２６回花供養・献花式　あじさい
祭り花供養　祝儀　

慶祝

2018/06/29 ¥3,000 防府みなと振興会会長 防府みなと振興会総会、懇談会会
費

会費

 (6 件)合計 \18,500
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議　会　交　際　費

2018 / 07 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/07/27 ¥8,000 防府観光コンベンション協会設立並び
に羽嶋秀一会長就任を祝う会実行委員

防府観光コンベンション協会設立
並びに羽嶋秀一会長就任を祝う会

会費

2018/07/27 ¥3,000 2018年国民平和大行進防府地域実行
委員会委員長

2018年原水爆禁止国民平和大行
進

協賛

2018/07/30 ¥4,000 山口県地域人権運動連合会委員長 「地域と人権」山口版2018年・夏季
広告料

広告

 (3 件)合計 \15,000
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議　会　交　際　費

2018 / 09 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/09/01 ¥5,000 中国ブロック商工会議所青年部連合会
会長・防府商工会議所青年部会長

日本商工会議所青年部　第３６回
中国ブロック大会防府大会

慶祝

2018/09/09 ¥3,000 大道地区社会福祉協議会会長 大道地区敬老会祝儀慶祝

2018/09/16 ¥3,000 野島地区社会福祉協議会会長 野島地区敬老会祝儀慶祝

2018/09/17 ¥3,000 小野地区社会福祉協議会会長 小野地区敬老会祝儀慶祝

2018/09/23 ¥3,000 富海地区社会福祉協議会会長 富海地区敬老会祝儀慶祝

2018/09/24 ¥3,000 華浦地区社会福祉協議会会長 華浦地区敬老会祝儀慶祝

 (6 件)合計 \20,000
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議　会　交　際　費

2018 / 10 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/10/02 ¥700 防府地区自衛隊協力会会長 第12期一般空曹候補生課程入隊・
入校式祝賀会食会費

会費

2018/10/25 ¥5,000 喪主 香典（山口県同和会防府支部連合
会会長）

弔慰

2018/10/28 ¥3,000 明るい勝間づくり推進協議会会長 勝間地区文化祭祝儀慶祝

 (3 件)合計 \8,700
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議　会　交　際　費

2018 / 11 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/11/04 ¥3,000 富海地区社会福祉協議会会長 富海地区文化祭祝儀慶祝

2018/11/21 ¥7,000 山口県自治会連合会会長 山口県自治会連合会研修会　交
換会会費

会費

2018/11/26 ¥5,000 喪主 香典（市功労受章者）弔慰

 (3 件)合計 \15,000
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議　会　交　際　費

2018 / 12 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2018/12/07 ¥3,000 防府みなと振興会会長 防府みなと振興会勉強会、懇親会
会費

会費

2018/12/13 ¥700 防府地区自衛隊協力会会長 第１４期自衛官候補生課程卒業式
祝賀会会食会費

会費

2018/12/14 ¥3,000 防府商工会議所会頭 防府商工会議所臨時議員総会懇
親会費

会費

2018/12/15 ¥1,000 防府読売マラソン大会事務局長 第４９回防府読売マラソン大会「歓
迎の夕べ」

会費

2018/12/20 ¥10,000 喪主 香典（元市議会議員）弔慰

2018/12/20 ¥21,600 （有）花のハラダ 生花（元市議会議員）弔慰

 (6 件)合計 \39,300
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議　会　交　際　費

2019 / 01 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2019/01/04 ¥3,000 防府商工会議所 防府商工会議所新年互礼会会費

2019/01/05 ¥3,000 明るい勝間づくり推進協議会会長 勝間地区新年の集い会費

2019/01/07 ¥5,000 防府医師会 防府医師会新年会会費

2019/01/10 ¥8,000 公益社団法人　防府青年会議所 防府青年会議所　2019年度新年懇
親会

会費

2019/01/12 ¥3,000 松崎地域自治連合会会長 松崎地域自治連合会新年懇親会会費

2019/01/12 ¥5,000 一般社団法人　防府薬剤師会会長 防府薬剤師会新年会会費

2019/01/16 ¥5,000 防府市自治会連合会会長 防府市自治会連合会「新年の集い
」

会費

2019/01/17 ¥10,000 喪主 香典（元市議会議員）弔慰

2019/01/17 ¥21,600 （有）花のハラダ 生花（元市議会議員）弔慰

2019/01/17 ¥5,000 一般社団法人　防府歯科医師会 防府歯科医師会新年会会費

 (10 件)合計 \68,600
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議　会　交　際　費

2019 / 02 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2019/02/05 ¥4,000 山口県地域人権運動連合会委員長 「地域と人権」山口版2019年・年賀
広告料

その他

2019/02/21 ¥5,000 喪主 香典（市議会議員御尊父様）弔慰

2019/02/21 ¥21,600 （有）花のハラダ 生花（市議会議員御尊父様）弔慰

 (3 件)合計 \30,600
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議　会　交　際　費

2019 / 03 月分
日付 費目 金額 支出先 支出理由

2019/03/02 ¥5,000 喪主 香典（元防府市農業委員会　会長
）

弔慰

2019/03/15 ¥1,000 防府地区自衛隊協力会会長 第７３期航空学生卒業式祝賀会食
会費

会費

 (2 件)合計 \6,000
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議　会　交　際　費

\260,300総計 2019/03/15まで　 (51 件)
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