
区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

H29.4.1 \10,000 杉本貞雄氏旭日双光章受章祝賀会 祝儀料

H29.4.10 \6,000 高知カツオ県民会議第1回シンポジウム後の懇親会 会費

H29.4.23 \3,000 第十四旅団創隊及び善通寺駐屯地開設記念行事祝賀会食 会費

H29.4.23 \6,000 高幡東部清掃組合汚泥再生処理センター「きらら」落成式後の祝賀会 会費

H29.4.23 \10,000 南学長に感謝する会 会費

H29.4.28 \6,000
平成２９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後
の意見交換会 会費

H29.5.10 \5,000 平成29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

H29.5.15 \5,000 小水力発電記念式典後の祝賀会 会費

H29.5.22 \20,000 平成29年度第1回四国４県議会正副議長会議・懇談会 負担金

H29.5.23 \5,705
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
29年度通常総会懇親会(5/9) 清酒

H29.6.2 \3,000 高知県水源林造林協議会平成２９年度通常総会後の情報交流会 祝儀料

H29.6.8 \3,000 森林組合役職員合同情報交換会 会費

H29.6.8 \5,705
高知県生コンクリート工業組合・協同組合連合会・協同組合連合会青年部平成２９年度
合同懇親会(5/25) 清酒

H29.6.9 \5,000 高知県中小企業団体中央会平成２９年度通常総会後の懇親会 祝儀料

H29.6.9 \6,000 平成２９年度北海道高知県人会連合会鰹でおきゃく懇親会 会費

H29.6.12 \5,705 高知県商工会連合会第５６回通常総会後の懇親会(5/29) 清酒

H29.6.22 \10,000 ペギー葉山お別れの会 会費

H29.6.30 \6,000 川井由紀氏ＪＡ全国女性組織協議会会長就任祝賀会 祝儀料

H29.7.17 \15,000 関東高知県人会創立９０周年記念式典 会費

H29.7.27 \10,000 高知県日華親善協会懇親交流会 会費

H29.8.1 \5,705 第２２回「海の日」海事関係功労者等表彰式典後の祝賀会(7/18) 清酒

H29.8.7 \10,000 台湾新竹県訪問団歓迎レセプション 会費

H29.8.8 \5,705
株式会社技研製作所創業５０周年および東京証券取引所市場第一部指定記念式典後
の祝賀会(7/25) 清酒

H29.8.22 \20,000 中国四国九県議会正副議長会議・交流会 負担金

H29.9.8 \5,705 一般社団法人高知県山林協会平成２９年度通常総会後の懇親会(8/25) 清酒

H29.9.21 \6,000 第11回協働の森フォーラム・交流会 会費

H29.10.6 \10,000 全国都道府県議会議長会第１５８回定例総会後の懇談会(10/26) 負担金

H29.10.11 \7,000 自衛隊家族会四国地域協議会式典後の懇親会 会費

H29.10.13 \10,000 第２０回全国農業担い手サミットｉｎこうち中央交流会(10/23) 会費

H29.10.16 \5,000 道路整備の充実を求める四国東南部大会後の意見交換会 会費

H29.10.31 \7,000 高知県・韓国全羅南道姉妹交流協定締結１周年記念レセプション 会費

H29.10.31 \10,000 第２０回「Ｉ LOVE DOGS会２０１７～秋～」 会費

H29.11.4 \5,000 高知工科大学開学20周年記念式典後の祝賀会 会費

H29.11.10 \10,000 第69回関東高知県人大懇親会 祝儀料

H29.11.14 \6,000 第41回全国育樹祭懇談会(11/18) 会費

H29.11.28 \6,000 平成29年度高知県議会県友会親睦会 会費

H29.12.11 \10,000 高知ユナイテッドＳＣサンクスパーティー２０１７ 会費

H29.12.17 \5,000 仁淀川町役場新庁舎完成記念式典後の祝賀会 会費

H29.12.25 \5,705 高知県歯科医師会叙勲・大臣表彰受章祝賀会(12/9) 清酒

平成２９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

H29.12.28 \5,705 平成２９年度観光関連業界合同忘年会(12/19) 清酒

H30.1.4 \3,000 土佐緑友会平成３０年新年名刺交換会 祝儀料

H30.1.15 \8,000
南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める１０県議会議長会議意見交
換会 会費

H30.1.18 \5,705 高知県建設産業団体連合会平成３０年「新年懇談会」(1/4) 清酒

H30.1.19 \8,000 ミクロネシア連邦大統領訪問団歓迎レセプション 会費

H30.1.22 \5,000 新高知県建設会館新築工事落成式神事後の祝賀会 会費

H30.1.22 \10,000 広末幸彦氏藍綬褒章受章記念祝賀会 会費

H30.1.27 \8,000 平成３０年度中部高知県人会総会後の懇親会 祝儀料

H30.1.26 \7,000 高知県工業会新年賀詞交歓会 会費

H30.1.27 \5,000 一般社団法人日本造園建設業協会高知県支部「設立４０周年記念祝賀会」 祝儀料

H30.2.6 \8,000 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ歓迎会 会費

H30.2.13 \5,000 平成29年度第32回高知県地場産業大賞表彰式後の祝賀会 会費

H30.2.16 \6,000 高知港開港８０周年・高知新港開港２０周年記念セレモニー後の懇親会 会費

H30.2.17 \8,000 ＮＰＯ法人高知県日中友好協会第27回春節を祝う会 会費

H30.2.20 \10,000 大下正治氏厚生労働大臣表彰受賞記念祝賀会 会費

H30.2.21 \8,000 女子ウエイトリフティングナショナルチーム選手団歓迎会 会費

H30.2.28 \5,705 第13回国内観光活性化フォーラム ｉｎ こうち懇親交流会(2/14) 清酒

H30.3.3 \8,000 観光特使との交流ﾊﾟｰﾃｨｰ「観光特使！ちくと一杯」

H30.3.11 \3,000 日下川新規放水路起工式祝賀会 会費

H30.3.26 \10,000 第21回「I LOVE Dogs会2018～春～」 会費

H30.4.12 \5,705 平成29年度農業関係受賞者合同祝賀会(3/29) 清酒

小計 \438,755

香典料 H29.4.10 \10,000 元高知県議会議員西村正家氏 香典

生花料 H29.4.25 \21,600 元高知県議会議員西村正家氏葬儀(4/10)への生花

H29.5.12 \3,405 大韓民国全羅南道知事李洛淵氏退任式・国務総理内定のお祝い 生花

H29.7.4 \21,600 元三原村長久保知章氏葬儀(6/17)への生花

H29.7.14 \16,200 ペギー葉山お別れの会への生花

H29.10.26 \21,600 衆議院議員福井照氏御尊父葬儀(10/10)への生花

H29.11.6 \10,000 衆議院議員福井照氏御尊父お別れの会　香典

H29.11.13 \20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭への生花

H29.11.27 \16,200 高知県殉職警察職員慰霊祭(11/8)への生花

H30.2.14 \10,000 高知県議会議員塚地佐智氏御尊父 香典

H30.3.1 \21,600 高知県議会議員塚地佐智氏御尊父葬儀(2/14)への生花

小計 \172,205

土産代 H29.6.2 \8,497 中華人民共和国駐大阪総領事来訪時のお土産(5/25)

H29.6.6 \3,240 木浦共生園への訪問(6/11)　お土産

H29.6.8 \2,380 大韓民国クレアソウル事務所およびＪＮＴＯソウル事務所訪問(6/12)　お土産

H29.6.20 \9,355 大韓民国全羅南道副知事へ表敬訪問(6/11) お土産

H29.6.20 \12,840 木浦共生園への訪問(6/11)　お土産

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 H29.8.3 \8,556 台湾新竹県訪問団来訪時のお土産(8/7)

H29.8.9 \13,700 ＪＩＣＡ２０１７年度日系研修員来訪時のお土産(8/2)

H29.8.17 \8,424 台湾新竹県訪問団来訪時のお土産(8/7)

H29.11.6 \6,480 横浜F・マリノス２０１７高知キャンプ激励品贈呈式(11/6) 差入れ

H29.11.15 \19,973 韓国プロ野球ＬＧツインズ２０１７秋季キャンプ激励品贈呈式(11/1) 差入れ

H29.11.15 \21,600 ２０１７オリックス・バファローズ秋季キャンプ激励品贈呈式(11/2) 差入れ

H29.11.15 \21,600 阪神タイガース２０１７秋季キャンプ激励品贈呈式(11/2) 差入れ

H30.1.16 \3,240 ミクロネシア連邦大統領来訪時のお土産（1/19)

H30.1.18 \468 ミクロネシア連邦大統領訪問団へのお土産（1/19)

H30.1.29 \6,750 徳島ヴォルティス２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(1/16) 差入れ

H30.1.30 \6,480 ミクロネシア連邦大統領来訪時のお土産(1/19)

H30.1.30 \6,750 アルビレックス新潟２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(1/17) 差入れ

H30.1.31 \26,181 ミクロネシア連邦大統領訪問団へのお土産（1/19)

H30.2.1 \4,020 ミクロネシア連邦大統領訪問団へのお土産（1/19)

H30.2.2 \4,050 カマタマーレ讃岐２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(1/20) 差入れ

H30.2.14 \16,459 埼玉西武ライオンズ２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(2/1) 差入れ

H30.2.14 \21,200 阪神タイガース２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(2/1) 差入れ

H30.2.19 \7,830 ハンファ・イーグルス２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(2/6) 差入れ

H30.2.20 \4,050 カターレ富山２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(2/7) 差入れ

H30.2.23 \6,750 ブラウブリッツ秋田２０１８春季キャンプ激励品贈呈式(2/11) 差入れ

H30.3.8 \3,916 駐広島大韓民国総領事来訪時のお土産(2/27)

小計 \254,789

その他

小計 \0

合計 \865,749


