
交際費執行状況（平成２６年４月分）

支出金額

（円）

平成26年4月2日 御祝 第５回交流館さくら祭り 3,000

平成26年4月6日 御祝 桜堤のおもてなし 3,000

平成26年4月19日 御祝
岡山県身体障害者福祉連合会

井原支部通常総会
3,000

平成26年4月20日 弔慰 元美星町議会議員葬儀香典 10,000

平成26年4月21日 御祝
第10回山陽新聞社杯

グラウンド・ゴルフ交歓大会
3,000

平成26年4月21日 弔慰 津山市議会副議長実母葬儀香典 5,000

平成26年4月24日 その他 副議長名刺印刷100枚 1,620

平成26年4月27日 御祝
特別養護老人ホーム「四季の里」

完成披露竣工式
5,000

平成26年4月27日 その他
第８回井原市長杯争奪大会兼

第30回中国クラブカップ６人制男女
岡山県予選会

6,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成２６年５月分）

支出金額

（円）

平成26年5月10日 御祝 保育協議会総会 3,000

平成26年5月11日 会費 岡山県備中防衛協会懇親会 5,000

平成26年5月12日 御祝
井原放送杯

グラウンド・ゴルフ交歓大会
3,000

平成26年5月17日 御祝 井原市女性協議会総会 5,000

平成26年5月18日 御祝 岡山県消防操法訓練大会 10,000

平成26年5月18日 御祝 いばら育成会平成２６年度総会 3,000

平成26年5月24日 御祝
井原市文化協会

発足60周年記念式典祝賀会
5,000

平成26年5月24日 弔慰 元芳井町議会議員葬儀香典 10,000

平成26年5月29日 贈答品 岡山県東京事務所視察 2,900

平成26年5月29日 御祝
備中西商工会第９回通常総代会

及び優良従業員表彰式
3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成２６年６月分）

支出金額

（円）

平成26年6月4日 弔慰 市職員実父葬儀香典 5,000

平成26年6月6日 御祝 第５２回なかよし運動会 3,000

平成26年6月17日 贈答品
７月２日～４日総務文教委員会
行政視察（武雄市ほか２団体）

9,720

平成26年6月20日 御祝 井原商工会議所通常議員総会 5,000

平成26年6月24日 御祝 井原市森林組合第９回通常総代会 3,000

平成26年6月28日 御祝 出部分団結団３０周年記念式典 10,000

平成26年6月28日 御祝 井原市ＰＴＡ連合会運営研究協議会 5,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成２６年７月分）

支出金額

（円）

平成26年7月1日 贈答品
７月９日～１１日建設水道委員会
行政視察（白河市ほか２団体）

9,720

平成26年7月1日 贈答品
７月１４日～１６日市民福祉委員会
行政視察（知多市ほか２団体）

9,720

平成26年7月1日 その他 被爆６９周年原水爆禁止世界大会募金 5,000

平成26年7月4日 弔慰 元井原市議会議員葬儀香典 10,000

平成26年7月4日 弔慰 元井原市議会議員葬儀香典 10,000

平成26年7月10日 御祝 笠岡検察審査協会第６２回定期総会 5,000

平成26年7月14日 御祝
井原市長杯

グラウンド・ゴルフ交歓大会
3,000

平成26年7月20日 御祝
井原高校新体操部男子全国高校総合
体育大会出場選手壮行式並びに演技

披露
3,000

平成26年7月22日 その他 議長名刺印刷２００枚 3,240

平成26年7月23日 その他 ２０１４年国民平和大行進募金 5,000

平成26年7月25日 御祝 井原市消友会総会 5,000

平成26年7月27日 御祝 井原市文化協会詩吟部発表会 3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成２６年８月分）

支出金額

（円）

平成26年8月4日 贈答品
友好親善都市「大田原市」
児童交流別れの集い

10,000

平成26年8月4日 御祝
井原市議長杯

グラウンド・ゴルフ交歓大会
3,000

平成26年8月6日 弔慰 井原市議会議員実母葬儀 10,000

平成26年8月15日 御祝
第６回井原カップ

男子新体操競技大会
3,000

平成26年8月23日 弔慰 袖神稲荷夏季大祭 3,000

平成26年8月23日 弔慰 那須与一公追善法要 3,000

平成26年8月23日 弔慰 那須与一供養祭 3,000

平成26年8月23日 会費
ＦＮＳ27時間テレビ男子新体操
ＳＭＡP優勝祝賀会兼井原高校
男子新体操部インターハイ報告会

7,000

平成26年8月24日 御祝 与一を偲ぶ西日本弓道大会 3,000

平成26年8月24日 弔慰 那須氏一族供養祭 3,000

平成26年8月24日 会費
第３６回与一まつり古典芸能祭

打上会
3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況 成 月分

支出金額

円

成 月 日 御
第 回芳井地区老人 ラ 連合会

ゲ 大会
,

成 月 日 御 第 回　中世夢が原大 楽 ,

成 月 日 御
第 回　 どうの里
れあい ラソン大会

,

成 月 日 弔慰 元美星町議会議員葬儀香典 ,

成 月 日 御
第 回

消防団ソ バ 大会
,

成 月 日 御 野上北部 れあい懇親会 ,

成 月 日 弔慰 高屋町戦没者慰霊祭 ,

成 月 日 御
オ ネ杯

ラ ン ゴ 親睦交歓大会
,

成 月 日 弔慰 元芳井町議会議員葬儀香典 ,

成 月 日 御 第 回　芳井ス ツ スティバ ,

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成２６年１０月分）

交際費執行状況（平成２６年１０月分）交際費執行状況（平成２６年１０月分）

交際費執行状況（平成２６年１０月分）

支出金額

支出金額支出金額

支出金額

（円）

（円）（円）

（円）

平成26年10月4日

御祝

平成２６年度　観月会 3,000

平成26年10月11日
御祝

華鴒大塚美術館

開館２０周年記念特別展

3,000

平成26年10月21日
会費

井原夏まつり反省会 2,000

平成26年10月25日
御祝

いばら農業祭 3,000

平成26年10月18日
贈答品

星空サミット（沖縄県石垣市）
3,800

平成26年10月24日
御祝

菊花展 3,000

支出月日

支出月日支出月日

支出月日 支出区分

支出区分支出区分

支出区分 支出内容

支出内容支出内容

支出内容



交際費執行状況（平成２６年１１月分）交際費執行状況（平成２６年１１月分）交際費執行状況（平成２６年１１月分）交際費執行状況（平成２６年１１月分）

支出金額支出金額支出金額支出金額

（円）（円）（円）（円）

平成26年11月2日 会費 興譲館陸上部県駅伝反省会 3,000

平成26年11月3日 御祝
井原卓球協会

会長杯争奪卓球大会
3,000

平成26年11月3日 弔慰 衆議院議員義母葬儀香典 10,000

平成26年11月5日 贈答品
１１月５日～６日議会運営委員会
行政視察（掛川市ほか１団体）

6,480

平成26年11月8日 会費 三師会懇親会 10,000

平成26年11月9日 御祝 第３５回おーえーまつり 3,000

平成26年11月10日 御祝
第１１回近隣市町

芳井グラウンド・ゴルフ交歓大会
3,000

平成26年11月11日 弔慰 元美星町議会議員葬儀香典 10,000

平成26年11月14日 その他 議長・副議長名刺印刷２００枚 3,240

平成26年11月16日 御祝
先人顕彰会・井原

馬越恭平生誕170周年記念講演会
3,000

平成26年11月16日 御祝 県民ふれあい手話まつり 3,000

平成26年11月21日 会費
第５９回　井原市菊花展
表彰式及び反省会

5,000

平成26年11月21日 その他
第５９回　井原市菊花展
議長賞ブロンズ

4,000

平成26年11月23日 御祝 高屋町子守唄の里音楽祭２０１４ 3,000

平成26年11月25日 贈答品
近隣市議会議長ほか贈呈
「田中カレンダー」１６本

9,600

平成26年11月28日 会費 井原卓球協会忘年会 5,000

支出月日支出月日支出月日支出月日 支出区分支出区分支出区分支出区分 支出内容支出内容支出内容支出内容



交際費執行状況（平成２６年１２月分）

交際費執行状況（平成２６年１２月分）交際費執行状況（平成２６年１２月分）

交際費執行状況（平成２６年１２月分）

支出金額

支出金額支出金額

支出金額

（円）

（円）（円）

（円）

平成26年12月1日

贈答品

大田原市制施行60周年記念式典 8,400

平成26年12月3日

弔慰

元井原市収入役葬儀香典 10,000

平成26年12月6日

会費

第１０回井原新体操フェスティバル

招待選手レセプション

5,000

平成26年12月7日

御祝

ごんぼう村フェスティバル 3,000

平成26年12月10日
贈答品

８月３日魚津市訪問

（魚津まつり招待会）

5,800

支出月日

支出月日支出月日

支出月日 支出区分

支出区分支出区分

支出区分 支出内容

支出内容支出内容

支出内容



交際費執行状況（平成２７年１月分）

交際費執行状況（平成２７年１月分）交際費執行状況（平成２７年１月分）

交際費執行状況（平成２７年１月分）

支出金額

支出金額支出金額

支出金額

（円）

（円）（円）

（円）

平成27年1月1日

御祝

大江町新年互礼会 3,000

平成27年1月6日

会費

井原商工会議所新年互礼会 3,000

平成27年1月12日

会費

井原市文化協会三曲部

文化教室新年互礼会

3,000

平成27年1月15日

御祝

井原医師会新年互礼会 10,000

平成27年1月22日

御祝

いばらサンサン交流館教室発表会 3,000

平成27年1月23日

御祝

井原市老人クラブ連合会新年互礼会
5,000

平成27年1月23日

御祝

井原市建設業協会新年懇親会 10,000

平成27年1月25日

会費 「晴れの国岡山」駅伝競走大会報告会

3,000

支出月日

支出月日支出月日

支出月日 支出区分

支出区分支出区分

支出区分 支出内容

支出内容支出内容

支出内容



交際費執行状況（平成２７年２月分）

交際費執行状況（平成２７年２月分）交際費執行状況（平成２７年２月分）

交際費執行状況（平成２７年２月分）

支出金額

支出金額支出金額

支出金額

（円）

（円）（円）

（円）

平成27年2月15日

御祝

岡山県聴覚障害者福祉協会

井原支部定期総会

3,000

平成27年2月21日

御祝

井原備中神楽保存会

小中学生伝承教室発表会

3,000

平成27年2月22日

御祝

近県井原市柔道大会 3,000

平成27年2月22日

御祝

いばら育成会平成２６年度懇親会 3,000

平成27年2月24日

御祝

ＪＡ井原市ぶどう部会生産者大会 3,000

支出月日

支出月日支出月日

支出月日 支出区分

支出区分支出区分

支出区分 支出内容

支出内容支出内容

支出内容



交際費執行状況 成 月分

支出金額

円

成 7 月 日 御祝 第 回退職教職員作品展 ,

成 7 月 日 会費 いばら文化教室 講師を囲む会 ,

成 7 月 日 御祝 第 回シルバー展 ,

成 7 月 9日 会費 出部公民館竣工祝賀会 ,

支出月日 支出区分 支出内容



累計 成２６ 度

支出区分 件数 件 累計額 円

会　費 ,

御　祝 ,

弔　慰 ,

見　舞

贈答品 ,

その他 ,

合　計 ,
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