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H26.4.25 ¥3,000 第１４旅団創隊及び駐屯地開設記念行事祝賀会食　会費

H26.5.9 ¥5,000 平成２６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

H26.5.10 ¥4,000 平成２６年度高知県産業教育振興会総会後の懇親会　会費

H26.5.12 ¥6,000 平成２６年度道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会道路整備促進高知県大会意見交換会　会費

H26.5.13 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議・懇談会　負担金

H26.5.18 ¥5,000 高知市駐屯地創立４８周年及び第５０普通科連隊創隊８周年記念行事祝賀会食　会費

H26.5.20 ¥5,000 第３２回高知県森林土木協会通常総会後の懇親会　祝儀料

H26.6.3 ¥5,705 高知県建築士事務所協会平成２６年度通常総会後の懇親会　清酒

H26.6.6 ¥6,000 平成２６年度北海道高知県人会連合会鰹でおきゃく懇親会　会費

H26.6.11 ¥5,705
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２６年度合同懇親会　清酒

H26.6.11 ¥5,705 高知県商工会連合会第５３回通常総会後の懇親会　清酒

H26.6.20 ¥5,000 平成２６年度高知県議会と高知大学との意見交換会後の交流会　会費

H26.6.20 ¥5,705 高知県建設業協会平成２６年度定時総会後の懇親会　清酒

H26.6.22 ¥6,000 中土佐町第一号津波避難タワー落成式・祝賀会　会費

H26.6.27 ¥5,705 高知県中小企業団体中央会平成２６年度通常総会後の懇親会　清酒

H26.6.30 ¥5,000 ＪＡ中央会通常総会出席者・ＪＡ代表者・常勤役員懇談会　祝儀料

H26.7.18 ¥6,500 東京音楽隊歓迎夕食会　会費

H26.7.22 ¥3,000 輝く女性応援会議ｉｎ高知懇親会　会費

H26.7.23 ¥10,000 藤本正孝氏国土交通大臣表彰祝賀会　会費

H26.7.25 ¥1,000 国道４３９号大植バイパス開通式典後の昼食会　会費

H26.8.5 ¥5,705 第19回「海の日」海事関係功労者表彰式後の祝賀会　清酒

H26.8.6 ¥6,000 安芸市制施行６０周年記念式典後の祝賀会　会費

H26.8.20 ¥20,000 四国４県議会正副議長会議・懇談会　負担金

H26.8.27 ¥20,000 中国四国九県議会正副議長会議・交流会　負担金

H26.8.30 ¥7,000 第8回協働の森フォーラム懇親会　会費

H26.9.5 ¥5,705 土佐情報経理専門学校創立１００周年記念祝賀会 清酒

H26.9.12 ¥5,705 高知県山林協会平成２６年度通常総会 清酒

H26.10.14 ¥10,000 第149回全国都道府県議会議長会定例総会・懇談会　負担金

H26.10.19 ¥8,000 第3回ふるさと土佐交流会　会費

H26.10.27 ¥5,000 道路整備の充実を求める四国東南部大会・意見交換会　会費

H26.10.29 ¥10,000 第14回「Ｉ LOVE DOGS会 ２０１４ 秋」　会費

H26.10.31 ¥5,000 高知県日韓親善協会記念講演・懇談会　会費

H26.11.5 ¥2,000 「津波防災の日」緊急物資海上輸送及び油回収訓練後の昼食会 会費

H26.11.7 ¥9,000 ミクロネシア連邦独立２８周年記念レセプション 会費

平成２６年度議長交際費内訳

祝儀料
会費（負担

金）

清酒代
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H26.11.14 ¥10,000 第66回関東高知県人大懇親会 祝儀料

H26.11.19 ¥6,000 平成26年度高知県議会県友会親睦会 会費

H26.12.15 ¥5,705 山田堰井筋土地改良区設立５０周年記念祝賀会　清酒

H26.12.18 ¥5,705 介護付有料老人ホーム「アローなごみ中芸」増築落成式典　清酒

H26.12.26 ¥5,705 高知県歯科医師会叙勲・大臣表彰・知事表彰祝賀会　清酒

H27.1.5 ¥3,000 土佐緑友会平成２７年新年名刺交換会 祝儀料

H27.1.8 ¥5,705 平成２６年度観光関連業界合同忘年会 清酒

H27.1.10 ¥8,000 高知県防衛協力団体新年互礼会 会費

H27.1.14 ¥8,000 平成２６年度ウェイトリフティング女子ナショナルチーム高知合宿歓迎会 会費

H27.1.16 ¥5,000 和の住まい推進リレーシンポジウムｉｎ高知意見交換・懇親会 会費

H27.1.18 ¥10,000 藤本正孝氏・宮村耕資氏厚生労働大臣表彰祝賀会 会費

H27.1.21 ¥8,000 公益社団法人高知青年会議所２０１５年度賀詞交換会 会費

H27.1.22 ¥5,705 高知県建設産業団体連合会平成２７年新年懇談会 清酒

H27.1.27 ¥3,000 株式会社グリーン・エネルギー研究所竣工式・祝賀会 会費

H27.1.29 ¥10,000 韓国プロ野球ハンファイーグルス歓迎会 会費

H27.1.31 ¥8,000 平成２７年度中部高知県人会総会後懇親会 祝儀料

H27.2.5 ¥4,500 平成２６年度第２９回高知県地場産業大賞の表彰式・祝賀会 会費

H27.2.6 ¥15,000 山﨑明世氏高知県功労者表彰受賞記念祝賀会 会費

H27.2.9 ¥8,000 埼玉西武ライオンズ２０１５春季キャンプ歓迎会 会費

H27.2.12 ¥12,000 濱脇弘暉氏旭日双光章受章祝賀会 会費

H27.2.15 ¥5,000 土佐市バイパス完成セレモニー及び祝賀会 会費

H27.2.18 ¥5,000 矢崎総業及び高知県との意見交換会 会費

H27.2.20 ¥10,000 川﨑義弘氏黄綬褒章受章祝賀会 会費

H27.2.22 ¥6,500 オリックス・バファローズ春季キャンプ歓迎会 会費

H27.2.28 ¥5,000 大山道路開通記念祝賀会 会費

H27.3.7 ¥5,000 高知大学医学部附属病院新病棟（第二病棟）完成記念祝賀会 会費

H27.3.14 ¥3,000 高知県自衛隊入隊・入校激励会　会費

H27.3.19 ¥10,000 第15回「Ｉ LOVE DOGS 会 ２０１５ 春」 会費

H27.3.22 ¥5,000 高知東部自動車道高知南国道路（高知南ＩＣ～なんこく南ＩＣ）開通記念祝賀会 会費

H27.3.25 ¥3,000 高知県土地改良事業団体連合会第57回通常総会後の懇親会 会費

H27.4.2 ¥5,705 総合福祉ゾーン オークの里竣工式後の祝賀会 清酒

H27.4.13 ¥5,705 平成２６年度農業関係受賞者合同祝賀会 清酒

小計 ¥454,075

香典料 H26.7.15 ¥21,600 桂宮宣仁親王殿下葬儀用生花

生花料 H26.11.17 ¥20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 生花

祝儀料
会費（負担

金）

清酒代
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香典料 H26.11.26 ¥16,200 高知県警察職員殉職者慰霊祭生花

生花料 小計 ¥57,800

土産代 H26.5.7 ¥9,290 駐広島大韓民国総領事表敬訪問に対するお土産

H26.5.19 ¥7,500 ＮＴＴドコモラグビーチーム「レッドハリケーンズ」高知キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H26.6.10 ¥6,340 台北駐大阪経済文化弁事処長表敬訪問に対するお土産

H26.6.12 ¥8,700 台北駐大阪経済文化弁事処表敬訪問に対するお土産

H26.8.19 ¥9,938 台北駐日経済文化代表処駐日代表訪問団に対するお土産

H26.8.20 ¥3,672 台北駐日経済文化代表処駐日代表訪問団に対するお土産

H26.8.21 ¥5,400 台北駐日経済文化代表処駐日代表訪問団に対するお土産

H26.10.31 ¥15,000 ２０１４阪神タイガース秋季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H26.11.12 ¥9,180  中華人民共和国安徽省友好提携２０周年記念品

H26.11.20 ¥25,000 ミクロネシア連邦大統領来高時のお土産

H26.11.21 ¥9,720  中華人民共和国安徽省友好提携２０周年記念品

H26.12.4 ¥15,000 オリックス・バファローズ2014秋季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H26.12.4 ¥15,000 ＮＴＴドコモラグビーチーム「レッドハリケーンズ」高知キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H26.12.4 ¥15,000 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し入れ

H27.1.22 ¥11,400 アルビレックス新潟春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H27.1.22 ¥11,400 徳島ヴォルティス春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H27.1.29 ¥15,200 ２０１５阪神タイガース春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H27.1.29 ¥15,200 埼玉西武ライオンズ「２０１５春季キャンプ激励品贈呈式」差し入れ

H27.2.12 ¥10,000 韓国プロ野球ハンファイーグルス春季キャンプ差し入れ

H27.2.17 ¥10,000 ガイナーレ鳥取春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H27.3.2 ¥10,800 カターレ富山春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

H27.3.3 ¥5,940 矢崎総業株式会社会長との意見交換会時のお土産

H27.3.6 ¥11,880 オリックス・バファローズ２０１５春季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ

小計 ¥256,560

その他 H26.8.28 ¥12,312 四国４県議会正副議長会議・懇談会　キャンセル料

小計 ¥12,312

合計 ¥780,747


