
区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

祝儀料 H24.4.19 \8,000 高知県・安徽省友好交流祝賀会 会費

会費(負担金） H24.4.24 \10,000 栃煌山関を励ます会 会費

清酒代 H24.4.25 \5,000 日本スポーツマスターズ２０１２高知大会実行委員会第2回総会懇親会 会費

H24.4.29 \2,000 第１４旅団創隊６周年・善通寺駐屯地開設６２周年記念祝賀会 会費

H24.5.7 \5,295 国道４３９号落合トンネル工事貫通式(4/23) 清酒代

H24.5.8 \10,000 岡山大学医学部との地域医療等に関する意見交換会 会費

H24.5.11 \8,000 第43回高知県商工会青年部連合会通常総会後の懇親会 祝儀料

H24.5.13 \10,000 相良祐輔学長退任記念祝賀会 会費

H24.5.14 \6,000 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

H24.5.15 \20,000 四国４県議会正副議長会議懇談会 会費

H24.5.17 \5,000 平成24年度高知県市町村道整備促進協議会通常総会・意見交換会 会費

H24.5.19 \5,000 波介川河口導流事業通水祝賀会 会費

H24.5.21 \5,295 芍薬観光農園入場者2万人突破記念植樹(5/7) 清酒代

H24.5.24 \5,295 日本観光旅館連盟高知県支部・高知県旅館ホテル生活衛生同業組合平成２４年度通常総会懇親会(5/10)　清酒代

H24.5.25 \6,000 平成２４年度通常総会及び高知県工業会設立１０周年記念式典後の祝賀会 会費

H24.5.26 \5,000 窪川佐賀道路全線事業化を祝う会祝賀会 会費

H24.5.28 \5,000 せせらぎ園落成記念式典 会費

H24.6.1 \5,295 社団法人高知県建設業協会平成２４年度定時総会後の懇親会(5/18) 清酒代

H24.6.7 \5,295 平成２４年度一般社団法人日本造園建設業協会四国総支部総会・懇親会(5/24) 清酒代

H24.6.8 \6,000 北海道高知県人会連合会懇親会 会費

H24.6.11 \5,295 高知県商工会連合会第51回通常総会・懇親会(5/28) 清酒代

H24.6.14 \5,295 社団法人高知県建築士事務所協会平成２４年度通常総会後の懇親会(5/31) 清酒代

H24.6.15 \3,000 全日本漁港建設協会高知県支部・高知県港湾空港建設協会平成２４年度通常総会懇談会 祝儀料

H24.6.23 \12,000 永野健五郎氏旭日小綬章受章祝賀会 会費

H24.7.1 \5,000 ごめん・なはり線ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、10周年記念祝賀会

H24.7.23 \3,000 平成２４年度高知県漁港漁場協会交流の夕べ 会費

H24.7.30 \5,000 高知おおとよ製材株式会社工場建設工事安全祈願祭後の懇親会　会費

H24.7.31 \5,295 第１７回「海の日」祝賀会(7/17) 清酒代

H24.8.7 \20,000 四国４県議会正副議長会議・懇談会　負担金

H24.8.19 \8,000 松尾徹人さんを「偲ぶ会」　会費

H24.8.19 \10,000 高橋直美氏全国大会優勝祝賀会　会費

H24.8.29 \20,000 中国四国九県議会正副議長会議・交流会　負担金

H24.9.14 \5,295 一般社団法人高知県山林協会平成２４年度通常総会　清酒代

H24.9.20 \10,000 元参議院議員森下博之氏叙勲受章祝賀会　会費

H24.10.5 \5,000 第2回コグウェイ四国サイクリングプロジェクト前夜祭「いっとこ高知！Globalxlocal」　祝儀料

H24.10.6 \5,000 高知県日韓親善協会講演会・懇親会　祝儀料

H24.10.6 \8,000 第２回ふるさと土佐交流会～高知県人会近畿連合会設立４０周年記念～　会費

H24.10.15 \6,000 高知県議会県友会親睦会　会費

H24.11.2 \5,000 第3回日本ジオパーク全国大会（室戸大会）食事会　会費

H24.11.8 \6,000 田内千鶴子生誕１００周年記念交流パーティー　会費

H24.11.9 \10,000 第64回関東高知県人大懇親会　祝儀料

H24.11.16 \10,000 阪神タイガースとの懇談会　会費

H24.11.18 \5,000 窪川高等学校創立７０周年記念事業・祝賀会　祝儀料

H24.12.5 \6,750 沖縄「土佐之塔」慰霊祭訪問団との懇談会(11/17)　会費

H24.12.9 \5,000 四国横断自動車道（中土佐町～四万十町東～四万十町中央）開通祝賀会　会費

H25.1.4 \5,295 平成24年度観光関連業界合同忘年会　清酒代

H25.1.4 \5,295 高知県歯科医師会褒章・大臣表彰・知事表彰祝賀会　清酒代

H25.1.9 \5,000 平成２４年度「対話と実行行脚」中土佐町懇親会　会費

H25.1.12 \12,000 大井田二郎氏高知県功労者知事表彰祝賀会　会費

H25.1.18 \5,295 土佐緑友会平成２５年新年名刺交換会　清酒代

H25.1.25 \6,000 高知県工業会講演後の新年賀詞交歓会　会費

H25.1.28 \10,000 韓国独立球団高陽ワンダース歓迎会　会費

H25.2.12 \8,000 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ歓迎会 会費

平成２４年度議長交際費内訳



H25.2.15 \4,000 平成２４年度第２７回高知県地場産業大賞の表彰式・祝賀会 会費

H25.2.16 \3,000 高知県森林組合連合会創立７０周年記念祝賀会 会費

H25.2.27 \6,500 オリックス・バファローズ歓迎会 会費

H25.3.1 \10,000 阪神タイガースとの懇談会　会費

H25.3.10 \5,000 高知県立窪川高等学校定時制閉課程式・定時制を語る会　会費

H25.3.16 \5,000 株式会社奇想天外高知県木の文化賞・高知県地場産業大賞受賞・海洋堂ホビー館四万十リニューアルオープン合同祝賀会　会費

H25.3.17 \5,000 高知駐屯地創立47周年・第50普通科連隊創隊７周年記念行事祝賀会食　会費

H25.3.21 \10,000 第11回「Ｉ　LOVE DOGS 会２０１３春」　会費

H25.3.25 \3,000 高知県土地改良事業団体連合会第55回通常総会後の懇親会　会費

H25.3.30 \10,000 南国高知ＦＣキックオフパーティー　会費

H25.4.11 \5,295 平成２４年度農業関係受賞者合同祝賀会　清酒代

小計 \450,085

香典料 H24.7.13 \21,000 寛仁親王殿下喪儀葬場の儀（6/14)への生花

生花料 H24.11.15 \15,750 高知県殉職警察職員慰霊祭　生花

H24.11.19 \20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭　生花

H24.11.28 \5,000 田内千鶴子お墓参り(10/30)　生花

H24.12.18 \10,000 県選出国会議員中谷元氏ご尊父　香典

H25.1.10 \10,000 高知県議会議員明神健夫氏ご母堂　香典

H25.2.18 \20,000 高知県議会議員明神健夫氏ご母堂葬儀（1/10）への生花

H25.3.10 \10,000 株式会社加寿扇コーポレーション代表取締役会長竹内和夫氏葬儀への香典

小計 \111,750

土産代 H24.5.1 \12,285 中華人民共和国安徽省人民政府団表敬訪問(4/20)に対するお土産

H24.6.13 \26,000 ２０１２麗水世界博覧会招待時（6/1）の大韓民国全羅南道知事へのお土産

H24.6.14 \20,272 大韓民国全羅南道知事主催晩餐会時（6/1）の道議会議員等へのお土産

H24.8.21 \11,025 台湾立法委員よさこい祭り視察団表敬訪問（8/11）に対するお土産

H24.8.23 \7,200 台湾立法委員よさこい祭り視察団表敬訪問（8/11）に対するお土産

H24.9.24 \11,200 映画「県庁おもてなし課」撮影隊への差し入れ

H24.10.22 \3,300 日本スポーツマスターズ２０１２高知大会高円宮妃殿下へのお土産

H24.10.23 \9,900 日本スポーツマスターズ２０１２高知大会高円宮妃殿下へのお土産

H24.10.29 \15,750 木浦市長主催の歓迎晩餐会での記念品交換　土産

H24.10.29 \13,650 木浦市長主催の歓迎晩餐会での全羅南道知事へのお土産

H24.10.29 \2,100 田内千鶴子生誕１００周年記念行事として大韓民国全羅南道訪問時の道庁へのお土産

H24.10.29 \2,100 在大韓民国日本国大使館訪問時のお土産

H24.11.6 \22,000 オリックス・バファローズ２０１２秋季キャンプ差し入れ

H24.11.8 \22,875 阪神タイガース２０１２秋季キャンプ差し入れ

H25.1.15 \2,250 岡山大学病院訪問時のお土産

H25.1.29 \9,000 岡山大学病院・銘建工業株式会社訪問時のお土産

H25.2.8 \20,260 韓国独立球団高陽ワンダース春季キャンプ差し入れ(1/28)

H25.2.15 \10,000 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(2/2)

H25.2.22 \15,000 東京ヴェルディ春季キャンプ激励品贈呈式差し入れ(2/11)

H25.3.13 \5,350 オリックス・バファローズ差し入れ（2/27）

H25.3.13 \3,150 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(2/2)

H25.3.13 \4,725 静岡県訪問時のお土産（2/6）

H25.3.13 \8,400 東京ヴェルディ春季キャンプ激励品贈呈式差し入れ(2/11)

H25.3.13 \3,150 徳島県訪問時のお土産（2/14）

H25.4.2 \3,150 企業訪問に対するお土産(3/2)

H25.4.2 \3,150 オリックス・バファローズ歓迎会差し入れ(2/27)

小計 \267,242

その他

小計 \0

合計 \829,077


