
交際費執行状況（平成３０年４月分）

支出金額

（円）

平成30年4月2日 御祝 第９回いばらサンサン交流館さくらまつり 3,000

平成30年4月3日 御祝 井原桜まつり 3,000

平成30年4月3日 御祝 桜堤のおもてなし 3,000

平成30年4月3日 御祝 第１８回チェリーカップオープン卓球大会 3,000

平成30年4月3日 御祝
全日本空手道連盟和道会
第４１回岡山県大会・中国地区親善大会井
原大会

3,000

平成30年4月3日 御祝
第１４回山陽新聞社杯グラウンド・ゴルフ井
原大会

3,000

平成30年4月20日 御祝 井原市女性協議会総会 5,000

平成30年4月20日 弔慰 井原市議会議員実母葬儀香典 10,000

平成30年4月26日 贈答品
４月２７日建設水道委員会行政視察
（高梁市・久米南町）

5,832

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年５月分）

支出金額

（円）

平成30年5月1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30年5月1日 御祝 井原市保育協議会総会 3,000

平成30年5月1日 御祝
第１１回井原放送杯グラウンド・ゴルフ交歓
大会

3,000

平成30年5月11日 その他
第１２回井原市長杯争奪大会兼第１２回中
国クラブカップ６人制男女予選会議長賞

3,000

平成30年5月11日 御祝 第６５回岡山県操法訓練大会 10,000

平成30年5月17日 御祝
備中西商工会第１３回通常総代会及び優
良従業員表彰式

3,000

平成30年5月25日 御祝 第５６回なかよし運動会 3,000

平成30年5月25日 御祝 いばら育成会平成３０年度総会 3,000

平成30年5月25日 御祝 第２５回星の郷スポーツ振興大会 3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年６月分）

支出金額

（円）

平成30年6月5日 御祝 特定非営利活動法人太陽の会通常総会 3,000

平成30年6月14日 弔慰 副市長実父葬儀香典 10,000

平成30年6月18日 御祝 子守唄の里ふれあい祭り 3,000

平成30年6月25日 御祝
平成３０年度井原商工会議所通常議員総
会

5,000

平成30年6月25日 御祝
平成３０年度井原市森林組合第１３回通常
総代会

3,000

平成30年6月25日 御祝
平成３０年度井原市PTA連合会運営研究
協議会

5,000

平成30年6月25日 御祝
第１回岡山県老人クラブ連合会・備中ブ
ロック井原市老人クラブ連合会グラウンド・
ゴルフ親睦大会

3,000

平成30年6月25日 贈答品
７月２日～４日 建設水道委員会行政視察
（豊後大野市ほか２団体）

8,910

平成30年6月25日 贈答品
７月４日～６日 総務文教委員会行政視察
（三好市ほか２団体）

8,910

平成30年6月25日 弔慰 井原市議会議員実母葬儀香典 10,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年７月分）

支出金額

（円）

平成30年7月24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30年7月24日 その他 被爆７３周年原水爆禁止世界大会 5,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年８月分）

支出金額

（円）

平成30年8月10日 御祝 第１０回井原カップ男子新体操競技大会 3,000

平成30年8月10日 御祝
第１１回井原市議長杯グラウンド・ゴルフ交
歓大会

3,000

平成30年8月20日 御祝 ケアハウスつむぎ施設開所式 5,000

平成30年8月20日 御祝 第５２回岡山県知事杯争奪卓球大会 5,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年９月分）

支出金額

（円）

平成30年9月3日 御祝
芳井地区老人クラブ連合会第３３回ゲートボー
ル大会

3,000

平成30年9月3日 御祝 中世夢が原大神楽 3,000

平成30年9月3日 御祝
第２５回岡山県グラウンド・ゴルフ協会会長杯備
中ブロックグラウンド・ゴルフ交歓大会

3,000

平成30年9月6日 御祝
芳井地区老人クラブ連合会第１７回グラウンドゴ
ルフ大会

3,000

平成30年9月12日 御祝
第９回ピオーネ杯グラウンド・ゴルフ親睦交歓
大会

3,000

平成30年9月18日 御祝 平成３０年度井原市観月会 3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年１０月分）

支出金額

（円）

平成30年10月1日 会費
平成３０年度全国高等学校総合体育大会
井原高校男子新体操部団体準優勝祝賀会

7,000

平成30年10月9日 御祝
第２６回井原市近隣市町杯グラウンド・ゴル
フ親睦交歓大会

3,000

平成30年10月9日 弔慰 元市議会議員葬儀香典 10,000

平成30年10月9日 弔慰 元美星町議会議員葬儀香典 10,000

平成30年10月18日 贈答品
１０月２９日～３０日 議会運営委員会行政
視察（豊明市ほか１団体）

5,896

平成30年10月22日 御祝 第６３回井原市菊花展 3,000

平成30年10月24日 会費 興譲館陸上部県駅伝反省会 4,000

平成30年10月29日 贈答品

１１月５日 総務文教委員会行政視察
（西条市）
１１月７日～９日 市民福祉委員会行政視察
（小松市ほか２団体）

11,520

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年１１月分）

支出金額

（円）

平成30年11月6日 弔慰 元井原市議会議員葬儀香典 10,000

平成30年11月8日 御祝
第１０回井原卓球協会会長杯争奪卓球
大会

3,000

平成30年11月8日 会費 第６３回井原市菊花展表彰式・反省会 5,000

平成30年11月21日 その他 井原市菊花展市議会議長賞記念品 4,000

平成30年11月21日 会費 井原卓球協会忘年会 5,000

平成30年11月27日 会費
第１４回新体操フェスティバル招待選手
レセプション

5,000

平成30年11月27日 御祝 明治ごんぼう村フェスティバル 3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３０年１２月分）

支出金額

（円）

平成30年12月3日 見舞 井原市議会議員病気入院 10,000

平成30年12月5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30年12月14日 弔慰 井原市議会議員実父葬儀香典 10,000

平成30年12月26日 贈答品
議員研修会講師（関東学院大学 牧瀬 稔
准教授）

4,610

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３１年１月分）

支出金額

（円）

平成31年1月4日 会費 井原商工会議所新年互礼会 3,000

平成31年1月4日 御祝 井原医師会新年互礼会 10,000

平成31年1月4日 会費
井原市文化協会三曲部・文化教室（筝曲
コース）新年互例会

3,000

平成31年1月7日 その他 議長名刺１００枚 1,620

平成31年1月11日 御祝 井原市建設業協会新春懇親会 10,000

平成31年1月11日 御祝 岡山県備中防衛協会井原支部新年会 5,000

平成31年1月15日 弔慰 元井原市議会議員葬儀香典 10,000

平成31年1月18日 御祝 井原市老人クラブ連合会新年互礼会 5,000

平成31年1月18日 御祝 いばらサンサン交流館教室発表会 3,000

平成31年1月18日 会費
第８回「晴れの国岡山」駅伝競走大会報告
会

3,000

平成31年1月21日 弔慰 元美星町議会議員葬儀香典 10,000

平成31年1月30日 会費
第３６回全日本ジュニア新体操選手権団体
優勝祝賀会

7,000

平成31年1月30日 御祝 井原歯科医師会新年会 10,000

平成31年1月30日 会費
興譲館高校陸上競技部女子第３０回全国
高校駅伝大会８位入賞祝賀会

7,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３１年２月分）

支出金額

（円）

平成31年2月7日 御祝 井原市聴覚障害者協会第３８回定期総会 3,000

平成31年2月18日 御祝 第３９回近県井原市柔道大会 3,000

平成31年2月20日 弔慰 元井原市助役葬儀香典 10,000

平成31年2月26日 会費
第３３回全国健康マラソン井原大会招待選
手レセプション

4,000

平成31年2月26日 御祝
井原市文化協会芳井支部第１４回芸能文
化発表会

3,000

平成31年2月26日 御祝
芳井地区老人クラブ連合会第２２回シル
バー展

3,000

支出月日 支出区分 支出内容



交際費執行状況（平成３１年３月分）

支出金額

（円）

平成31年3月4日 会費 ＪＡ岡山西「井原市ぶどう部会生産者大会」 5,000

平成31年3月4日 御祝 第２１回星の郷文化発表会 3,000

平成31年3月11日 会費 いばら文化教室「講師を囲む会」 3,000

平成31年3月22日 弔慰 市職員実父葬儀香典 5,000

支出月日 支出区分 支出内容



累計（平成３０年度）

支出区分 件数（件） 累計額（円）

会　費 13 61,000

御　祝 47 183,000

弔　慰 11 105,000

見　舞 1 10,000

贈答品 7 55,278

その他 4 13,620

合　計 83 427,898


