
区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

祝儀料 H25.4.3 ¥10,000 矢野利男氏叙勲祝賀会　会費

会費(負担金） H25.4.21 ¥3,000 第１４旅団創隊７周年及び善通寺駐屯地開設６３周年記念行事祝賀会食　会費

清酒代 H25.4.24 ¥4,500 高知県消防大会後の懇談会　祝儀料

H25.4.25 ¥16,000 高知県日華親善協会総会後懇親交流会　会費

H25.4.26 ¥8,000 台湾外交部亜東関係協会・台北駐大阪経済文化弁事処関係者との懇親会　会費

H25.4.27 ¥8,000 土佐リハビリテーションカレッジ創立２０周年記念祝賀会　会費

H25.5.10 ¥4,000 平成２５年度高知県産業教育振興会総会後の懇親会　会費

H25.5.21 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議意見交換会　負担金

H25.5.23 ¥5,000 第31回高知県森林土木協会通常総会懇親会　祝儀料

H25.5.24 ¥6,000 一般社団法人高知県工業会平成２５年度通常総会後の懇親会　会費

H25.5.24 ¥5,295 日本旅館協会四国支部連合会高知県支部・高知県旅館ホテル生活衛生同業組合平成25年度通常総会懇親会(5/9)　清酒

H25.5.28 ¥10,000 第43回中国・四国地区自衛隊協力団体長会議式典後の懇親会　会費

H25.5.28 ¥5,000 平成25年度高知県市町村道整備促進協議会通常総会後の意見交換会　会費

H25.6.4 ¥3,000 高知県水源林造林協議会平成２５年度（第50回）通常総会後の情報交流会 祝儀料

H25.6.4 ¥5,295 一般社団法人高知県建設業協会平成２５年度定時総会後の懇親会(5/20) 清酒

H25.6.5 ¥3,000 森林組合役職員合同情報交換会 会費

H25.6.6 ¥5,295 一般社団法人高知県建築士事務所協会平成25年度通常総会後の懇親会(5/22) 清酒

H25.6.7 ¥6,000 北海道高知県人会連合会鰹でおきゃく懇親会 会費

H25.6.10 ¥5,295 高知県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合・高知県生ｺﾝｸﾘｰﾄ協同組合連合会・高知県生ｺﾝｸﾘｰﾄ協同組合連合会青年部平成25年度合同懇親会(5/27) 清酒

H25.6.12 ¥5,295 一般社団法人高知県浄化槽協会創立４０周年並びに一般社団法人移行記念式典・祝賀会(5/29) 清酒

H25.6.13 ¥5,000 高知県議会と高知大学との意見交換会 会費

H25.6.16 ¥7,000 高知県自衛隊父兄会総会 祝儀料

H25.6.21 ¥5,000 高知県火災共済協同組合・高知県中小企業共済協同組合平成25年度通常総代会後の懇親会 祝儀料

H25.6.27 ¥12,000 恒石静男氏旭日双光章受章祝賀会 会費

H25.6.28 ¥5,295 高知県中小企業団体中央会平成25年度通常総会後の懇親会(6/14) 清酒

H25.7.18 ¥5,295 国道４３９号石原トンネル工事貫通式(7/5) 清酒

H25.7.24 ¥3,000 平成25年度高知県漁港漁場協会総会後の交流の夕べ　会費

H25.7.30 ¥5,295 第18回「海の日」祝賀会(7/16) 清酒

H25.8.5 ¥2,000 高知駐屯地納涼祭　会費

H25.8.9 ¥7,000 台湾新竹縣訪問団歓迎会　会費

H25.8.22 ¥50,000 ブラジル高知県人会創立６０周年記念式典　祝儀料

H25.8.27 ¥10,000 中国四国９県議会正副議長会議　負担金

H25.8.31 ¥6,000 第7回協働の森フォーラム第2部　会費

H25.9.2 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議懇談会　負担金

H25.9.23 ¥10,000 中屋久長氏叙勲祝賀会　会費

H25.10.3 ¥5,295 高知おおとよ製材株式会社落成式（9/20)清酒

H25.10.4 ¥7,000 平成２５年度全国自衛隊父兄会四国地域協議会式典後の懇親会　会費

H25.10.15 ¥5,000 ブラジル経済セミナー懇親会　会費

平成２５年度議長交際費内訳



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

祝儀料 H25.10.18 ¥5,000 ミクロネシア連邦ポンペイ州議会議長ご一行歓迎夕食会　会費

会費(負担金） H25.10.19 ¥8,000 平成２５年度大阪高知県人会懇親交流会　祝儀料

清酒代 H25.10.30 ¥5,295 平成２６園芸年度高知県園芸品販売拡大推進大会(10/16)清酒

H25.10.31 ¥5,000 高知県日韓親善協会懇親会と田内千鶴子さんを偲ぶ会　祝儀料

H25.11.2 ¥12,000 古屋内閣府特命担当大臣（防災）との懇親会　会費

H25.11.3 ¥4,000 賜金記念産業教育功労者表彰状伝達式後の祝賀会　会費

H25.11.8 ¥10,000 第65回関東高知県人大懇親会　祝儀料

H25.11.9 ¥6,000 高知県立高知小津高等学校創立１４０周年記念祝賀会　会費

H25.11.9 ¥5,000 国道１９５号あけぼの街道開通祝賀会　会費

H25.11.13 ¥10,000 第46回全国中華料理業高知大会式典後の交流会　会費

H25.11.19 ¥6,000 平成25年度高知県議会県友会親睦会　会費

H25.11.20 ¥6,000 高知県と韓国全羅南道の観光・文化交流協定締結１０周年記念式典　会費

H25.11.21 ¥7,000 ＩＮＡＰ2013高知シンポジウム・レセプション　会費

H25.11.22 ¥8,000 中華民国行政院経済建設委員会との懇親会　会費

H25.11.24 ¥2,000 直轄高知海岸新居工区堤防耐震・液状化対策事業起工式後の昼食会　会費

H25.11.27 ¥10,000 高知県相撲連盟６０周年を祝う会　会費

H25.11.29 ¥7,000 土佐女子中学高等学校講堂・体育館落成記念式典後の祝賀会　会費

H25.12.26 ¥5,295 平成２５年度観光関連業界合同忘年会(12/17) 清酒

H26.1.16 ¥5,000 高知県議会と高知工科大学との意見交換会後の懇談会　会費

H26.1.20 ¥5,295 高知県建設産業団体連合会平成２６年新年懇談会(1/6)　清酒

H26.1.20 ¥5,295 土佐緑友会平成２６年新年名刺交換会(1/6)　清酒

H26.1.24 ¥6,000 高知県工業会講演会・新年賀詞交歓会　会費

H26.1.25 ¥8,000 平成２６年度中部高知県人会懇親会　祝儀料

H26.1.26 ¥12,000 田村精平氏高知県功労者知事表彰祝賀会　会費

H26.1.29 ¥3,400 四国４県議会議長会議・昼食会　会費

H26.2.4 ¥6,000 土佐グリーンパワー株式会社発電所建設工事起工式後の懇親会　会費

H26.2.4 ¥4,000 平成２５年度第２８回高知県地場産業大賞の表彰式・祝賀会　会費

H26.2.8 ¥10,000 高陽ワンダース（韓国独立野球チーム）歓迎会　会費

H26.2.10 ¥8,000 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ歓迎会　会費

H26.2.15 ¥3,000 国道４４１号網代バイパス開通祝賀会　会費

H26.2.19 ¥4,000 大川村視察後の交流会　会費

H26.2.22 ¥8,000 ２０１４年ＮＰＯ法人高知県日中友好協会春節を祝う会　会費

H26.2.24 ¥6,500 オリックス・バファローズ春季キャンプ歓迎会　会費

H26.2.28 ¥10,000 山中巨司氏黄綬褒章受章祝賀会　祝儀料

H26.3.1 ¥10,000 観光特使との交流パーティー「観光特使！ちくと一杯」 会費

H26.3.8 ¥3,000 高知県自衛隊入隊・入校激励会 会費

H26.3.9 ¥5,000 高知東部自動車道南国安芸道路（香南のいちＩＣ～かがみＩＣ）開通記念祝賀会 会費

H26.3.14 ¥10,000 高知中央高等学校創立５０周年記念祝賀会　会費

H26.3.15 ¥5,000 須崎港湾口地区防波堤整備事業竣工祝賀会 会費



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

祝儀料 H26.3.22 ¥8,000 高知県立あき総合病院開院祝賀会 会費

会費(負担金） H26.3.24 ¥10,000 第１３回「Ｉ LOVE DOGS会２０１４春」　会費

清酒代 H26.4.11 ¥5,295 平成２５年度農業関係受賞者合同祝賀会(3/28) 清酒

小計 ¥590,530

香典料 H25.7.29 ¥10,000 元高知県議会議員岡村聰次郎氏　香典

生花料 H25.8.19 ¥20,000 元高知県議会議員岡村聰次郎氏葬儀への生花

H25.10.18 ¥10,000 元高知県議会議長依光隆夫氏　香典

H25.11.18 ¥20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭　生花代

H25.11.21 ¥20,000 元高知県議会議長依光隆夫氏葬儀への生花

H25.11.25 ¥15,750 高知県殉職警察職員慰霊祭(11/7)　生花

H25.11.28 ¥5,150 ミクロネシア友好記念訪問時の戦跡巡り　生花

H26.3.18 ¥10,000 高知県議会議員浜田英宏氏御母堂 香典

H26.4.15 ¥20,000 高知県議会議長浜田英宏氏御母堂葬儀への生花

小計 ¥130,900

土産代 H25.4.23 ¥11,200 台湾外交部亜東関係協会・台北駐大阪経済文化弁事処表敬訪問に対するお土産

H25.4.24 ¥4,000 台湾外交部亜東関係協会・台北駐大阪経済文化弁事処表敬訪問に対するお土産

H25.8.21 ¥4,987 台湾新竹縣政府行政視察団表敬訪問に対するお土産

H25.8.23 ¥36,808 台湾新竹縣政府行政視察団表敬訪問に対するお土産

H25.9.3 ¥18,000 ブラジル高知県人会創立６０周年記念式典記念品

H25.9.9 ¥52,204 ブラジル高知県人会創立６０周年記念式典県人会会員に対するお土産

H25.10.16 ¥1,890 ミクロネシア大統領府表敬訪問時のお土産

H25.10.16 ¥7,880 ミクロネシア大統領府表敬訪問時のお土産

H25.10.29 ¥26,250 ミクロネシア連邦訪問時の大統領夫妻へのお土産

H25.10.30 ¥15,060 ミクロネシア連邦訪問時のお土産

H25.10.30 ¥23,940 ミクロネシア連邦ポンペイ州議会議長等表敬訪問に対するお土産

H25.10.30 ¥11,660 ブラジル連邦共和国議会下院議員西森氏表敬訪問に対するお土産

H25.10.31 ¥14,805 オリックスバファローズ秋季キャンプ歓迎セレモニー　差入れ

H25.11.11 ¥16,170 阪神タイガース２０１３秋季キャンプ　差入れ

H25.11.15 ¥14,805 ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ合宿歓迎セレモニー　差入れ

H25.11.21 ¥10,080 韓国プロ野球ＬＧツインズ秋季キャンプ歓迎セレモニー　差入れ

H25.12.4 ¥15,750 高知県・全羅南道観光・文化交流協定締結１０周年記念式典において全羅南道副知事への記念品

H25.12.4 ¥14,700 台湾行政院経済建設委員会訪問団議長表敬訪問に対するお土産

H25.12.6 ¥9,975 台湾行政院経済建設委員会訪問団議長表敬訪問に対するお土産

H26.1.20 ¥39,560 韓国全羅南道議員訪問団への土産

H26.1.21 ¥6,268 韓国全羅南道議員訪問団への土産

H26.1.31 ¥11,025 アルビレックス新潟春季キャンプ歓迎セレモニー　差入れ

H26.1.31 ¥15,475 阪神タイガース春季キャンプ歓迎セレモニー　差入れ

H26.2.7 ¥10,500 高陽ワンダース（韓国独立野球チーム）歓迎会　差し入れ

H26.2.12 ¥1,800 駐日ミクロネシア連邦大使表敬訪問に対するお土産



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

土産代 H26.2.24 ¥12,600 オリックスバファローズ春季キャンプ　差し入れ

H26.3.6 ¥16,200 埼玉西武ライオンズ（Ｂ班）春季キャンプ歓迎セレモニー　差し入れ

小計 ¥423,592

その他

小計 ¥0

合計 ¥1,145,022


