
区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

H28.4.3 ¥6,000 中谷元防衛大臣就任祝賀会 会費

H28.5.10 ¥4,000 高知県産業教育振興会総会後の懇親会 会費

H28.5.12 ¥10,000 衆議院議員福井照氏ご母堂葬儀 香典

H28.5.12 ¥5,705 テレビ高知本社屋落成記念パーティー(4/27) 清酒

H28.5.16 ¥6,500 道路整備促進高知県大会後の意見交換会 会費

H28.5.22 ¥5,000 高知駐屯地記念行事記念会食 会費

H28.5.24 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議懇談会 負担金

H28.5.24 ¥6,200 奈半利町町制１００周年記念祝賀会(5/1) 清酒

H28.5.31 ¥5,705
日本旅館協会四国支部連合会高知県支部並びに高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
平成28年度通常総会後の懇親会(5/16) 清酒

H28.6.1 ¥5,705 (一社)高知県建築士事務所協会平成28年度通常総会後の懇親会(5/18) 清酒

H28.6.6 ¥5,000 平成２８年度高知県自衛隊父兄会定期総会後の懇親会 会費

H28.6.9 ¥3,000 森林組合役職員合同情報交換会 会費

H28.6.10 ¥6,000 北海道高知県人会連合会鰹でおきゃく懇親会 会費

H28.6.17 ¥5,705 (一社)高知県建設業協会平成28年度定時総会後の懇親会(6/3) 清酒

H28.6.30 ¥5,000
高知県農業協同組合中央会ならびに信用・厚生農業協同組合連合会通常総会後の
総会出席者およびＪＡ代表者・常勤役員懇談会 祝儀料

H28.8.2 ¥5,705 第21回「海の日」祝賀会(7/19) 清酒

H28.8.3 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議懇談会 負担金

H28.8.17 ¥20,000 中国四国９県議会正副議長会議交流会 負担金

H28.8.27 ¥6,000 大韓民国全羅南道副知事訪問団歓迎レセプション 会費

H28.9.5 ¥50,000 パラグアイ日本人移住８０周年記念祭典(9/9)　祝儀料

H28.9.5 ¥100,000 パラグアイ高知県人会創立４０周年記念式典(9/10) 祝儀料

H28.9.9 ¥5,705 (一社）高知県山林協会通常総会後の懇親会(8/26) 清酒

H28.10.7 ¥10,000 濱川總一郎氏旭日小綬章受章記念祝賀会　会費

H28.10.7 ¥10,000 全国都道府県議会議長会第１５５回定例総会後の懇談会　負担金

H28.10.23 ¥8,000 第４回ふるさと土佐交流会高知県人会近畿連合会設立４４周年記念　会費

H28.11.5 ¥6,000 城山高等学校創立７０周年記念式典後の祝賀会 会費

H28.11.5 ¥5,000 檮原町制施行５０周年記念式典後の祝賀会 会費

H28.11.10 ¥6,000 平成２８年度高知県議会県友会親睦会 会費

H28.11.11 ¥5,000 高知県日韓親善協会懇談会 会費

H28.11.25 ¥10,000 第６８回関東高知県人大懇親会 祝儀料

H28.12.1 ¥5,705 全国ビルメンテナンス協同組合連合会第１８回通常総会後の交流会(11/17) 清酒

H28.12.3 ¥3,000 中津川集落活動センター「こだま」落成式後の祝賀会 会費

H28.12.8 ¥2,000 米国青年指導者との意見交換会 会費

H28.12.9 ¥5,705 一般社団法人高知県建築士事務所協会４０周年記念祝賀会(11/25) 清酒

H29.1.4 ¥3,000 土佐緑友会平成２９年新年名刺交換会 祝儀料

H29.1.18 ¥10,000 戸田文友氏旭日小綬章受章記念祝賀会 会費

H29.1.27 ¥7,000 一般社団法人高知県工業会新年賀詞交歓会 会費

H29.1.28 ¥8,000 平成２９年度中部高知県人会総会後懇親会 祝儀料

H29.2.13 ¥5,000 平成28年度第31回高知県地場産業大賞表彰式後の祝賀会 会費

H29.2.19 ¥5,000 元衆議院議員五島正規先生を偲ぶ会 会費

平成２８年度議長交際費内訳

祝儀料
会費（負担金）

清酒代



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

H29.2.21 ¥5,705 新高知県建設会館新築工事起工式後の直会(2/7) 清酒

H29.3.4 ¥7,000 観光特使との交流パーティー「観光特使！ちくと一杯」 会費

H29.3.18 ¥4,000 大渡ダム大橋修繕代行事業完成祝賀会 会費

H29.3.22 ¥3,000 高知県自衛隊入隊・入校激励会 会費

H29.3.22 ¥10,000 高知ユナイテッドＳＣキックオフパーティー２０１７ 会費

H29.3.27 ¥3,000 高知県土地改良事業団体連合会第59回通常総会後の懇親会 会費

H29.3.27 ¥10,000 第19回「I LOVE DOGS 会 ２０１７～春～」 会費

H29.4.6 ¥3,810 高知ソーラー発電所竣工式(3/27)　清酒

小計 ¥467,855

香典料 H28.7.17 ¥10,000 元高知県議会議員森田益子氏　香典

生花料 H28.8.19 ¥20,000 元高知県議会議員森田益子氏葬儀(7/16)への生花

H28.10.12 ¥5,750 南米移住地交流訪問時の慰霊祭(9/9) 献花

H28.11.29 ¥21,600 三笠宮崇仁親王殿下葬儀（11/4)への生花

H28.11.14 ¥20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭への生花

H28.11.21 ¥16,200 高知県殉職警察職員慰霊祭(11/2)への 生花

H28.12.28 ¥10,000 元参議院議員・元高知県議会副議長森下博之氏 香典

H29.1.24 ¥20,000 元参議院議員・元高知県議会副議長森下博之氏葬儀(12/28）への生花

H29.1.30 ¥10,000 高知県議会議員大野辰哉氏ご尊父 香典

H29.2.5 ¥10,000 故山口県議会議長畑原基成先生合同葬・お別れの会 香典

H29.2.21 ¥20,000 高知県議会議員大野辰哉氏ご尊父葬儀(1/30)への生花

H29.2.27 ¥10,000 高知県代表監査委員田中克典氏 香典

H29.3.2 ¥60,000 フィリピン慰霊祭(1/31～2/3） 生花

H29.3.3 ¥20,000 高知県議会議員米田稔氏御母堂葬儀（2/8）への生花

H29.3.14 ¥10,000 元高知県議会議員大村之彦氏 香典

H29.3.17 ¥20,000 高知県代表監査委員田中克典氏葬儀(2/2)への生花

小計 ¥283,550

土産代 H28.5.2 ¥10,584 侍ジャパン女子代表高知強化合宿激励品贈呈式 

H28.7.15 ¥1,080 誘致活動支援者ラトゥ志南利氏表敬訪問時のお土産

H28.7.15 ¥2,837 誘致活動支援者ラトゥ志南利氏表敬訪問時のお土産

H28.10.5 ¥11,340 横浜Ｆ・マリノス２０１６高知キャンプ歓迎セレモニー(9/19) 激励品

H28.10.27 ¥2,160 大韓民国全羅南道議会訪問時のお土産

H28.11.2 ¥11,340 韓国プロ野球ＬＧツインズ２０１６秋季高知キャンプ激励品贈呈式(11/3) 激励品

H28.11.10 ¥6,480 トンガ王国ラグビー協会との懇談会時(10/28)のお土産

H28.11.16 ¥12,336 オリックスバファローズ秋季キャンプ激励品(11/3)

H28.11.16 ¥12,336 阪神タイガース秋季キャンプ激励品(11/5)

H28.11.25 ¥5,114 地球深部探査船「ちきゅう」寄港歓迎セレモニー(11/12) 激励品

H29.1.27 ¥9,720 徳島ヴォルティス２０１７春季キャンプ激励品贈呈式(1/16）激励品

H29.2.10 ¥9,720 アルビレックス新潟２０１７春季キャンプ激励品贈呈式(1/30) 激励品

H29.2.13 ¥1,620 海外移住資料館（ＪＩＣＡ横浜）視察時(1/19)のお土産

H29.2.14 ¥19,440 埼玉西武ライオンズ２０１７春季キャンプ激励品贈呈式(2/1) 激励品

祝儀料
会費（負担金）

清酒代



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

土産代 H29.2.21 ¥18,144 阪神タイガース２０１７春季キャンプ(2/7) 激励品

H29.2.27 ¥7,560 ブラウブリッツ秋田２０１７春季キャンプ激励品贈呈式(2/14) 激励品

H29.3.3 ¥11,340 ハンファイーグルス２０１７春季キャンプ激励品贈呈式(2/20) 激励品

H29.3.8 ¥7,128 高知県立中村高等学校甲子園出場報告会(3/13) 激励品

小計 ¥160,279

その他

小計 ¥0

合計 ¥911,684


