
区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

H27.4.18 \5,000 高知大学地域協働学部開設記念式典後の祝賀会 祝儀料

H27.4.20 \5,705 土佐グリーンパワー株式会社土佐発電所竣工式後の懇親会（4/4） 清酒

H27.5.17 \5,000 不破堤防事業祝賀会 会費

H27.5.18 \6,500 平成２７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

H27.5.22 \7,000 一般社団法人高知県工業会平成２７年度通常総会後の懇親会 会費

H27.5.26 \20,000 四国４県議会正副議長会議・意見交換会 負担金

H27.5.27 \10,000 台湾企業訪日団と高知県企業との交流会 会費

H27.5.31 \7,000 高知医療センター開院１０周年記念式典後の祝賀会 会費

H27.6.2 \3,000 森林組合役職員合同情報交換会 会費

H27.6.4 \5,705 一般社団法人高知県建築士事務所協会平成２７年度通常総会後の懇親会(5/21) 清酒

H27.6.5 \6,000 「鰹でおきゃく」北海道高知県人会連合会懇親会 会費

H27.6.8 \5,705 高知県商工会連合会第５４回通常総会後の懇親会(5/25) 清酒

H27.6.8 \7,000 平成２７年度高知県自衛隊父兄会定期総会後の懇親会 会費

H27.6.12 \5,000 高知県中小企業団体中央会平成２７年度通常総会後の懇親会 祝儀料

H27.6.19 \5,705 一般社団法人高知県建設業協会平成２７年度定時総会後の懇親会（6/5） 清酒

H27.6.30 \5,000 高知県農業協同組合中央会総会出席者およびＪＡ代表者・常勤役員懇談会 祝儀料

H27.7.4 \5,000 直轄高知海岸新居工区堤防耐震・液状化対策事業完成祝賀会 会費

H27.7.27 \5,000 四国横断自動車道高知県建設促進期成会平成２７年度交流会 会費

H27.7.29 \8,000 高知県日華親善協会懇親交流会 会費

H27.8.4 \5,705 第20回「海の日」祝賀会(7/21) 清酒

H27.8.15 \8,000 ウエイトリフティング全日本女子高知合宿激励会 会費

H27.8.17 \20,000 四国４県議会正副議長会議・意見交換会 負担金

H27.8.18 \20,000 中国四国九県議会正副議長会議・交流会 負担金

H27.8.29 \6,000 第9回協働の森フォーラム第2部環境談義 会費

H27.8.29 \6,500 日本青年国際交流機構第31回全国大会開会式後の懇談会 祝儀料

H27.9.11 \5,705 一般社団法人高知県山林協会平成２７年度通常総会後の懇親会(8/28) 清酒

H27.10.8 \10,000 全国都道府県議会議長会第１５２回定例総会後の懇談会(10/27) 負担金

H27.10.16 \6,000 高知県議会県友会親睦会 会費

H27.10.17 \3,000 第38回フィリピン戦域戦没者慰霊祭後の親睦会 祝儀料

H27.10.18 \8,000 平成２７年度大阪高知県人会懇親交流会 祝儀料

H27.10.23 \10,000 アイゴッソ高知サンクスパーティー２０１５ 会費

H27.10.27 \10,000 第16回「Ｉ LOVE DOGS会 ２０１５秋」 会費

H27.11.3 \4,000 平成２７年度賜金記念産業教育功労者表彰状伝達式後の祝賀会 会費

H27.11.4 \12,000 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９県議会議長会議意見交換会 会費

H27.11.13 \10,000 第67回関東高知県人大懇親会 会費

平成２７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

H27.11.19 \2,000 平成２７年度日本はし拳協会通常総会後の第50回土佐はし拳大会慰労会 会費

H27.11.27 \3,000 国道４３９号（石原バイパス）開通祝賀会　会費

H27.11.29 \5,000 高知短期大学創立６０周年記念祝賀会 会費

H27.12.28 \5,705 平成２７年度観光関連業界合同忘年会(12/17)清酒

H28.1.4 \3,000 土佐緑友会平成２８年新年名刺交換会 会費

H28.1.9 \8,000 高知県防衛協会新年互礼会 会費

H28.1.10 \5,000 中土佐町合併１０周年記念式典・祝賀会 会費

H28.1.17 \8,000 大韓民国全羅南道知事訪問団歓迎レセプション 会費

H28.1.18 \5,705 高知県建設産業団体連合会平成28年新年懇談会(1/4)清酒

H28.1.22 \7,000 （一社）高知県工業会新年賀詞交歓会 会費

H28.1.23 \8,000 中部高知県人会創立１００周年記念総会後の懇親会 祝儀料

H28.1.27 \8,000 公益社団法人高知青年会議所２０１６年度賀詞交換会 会費

H28.1.28 \10,000 ハンファ･イーグルス歓迎会 会費

H28.1.29 \10,000 高知県中小企業団体中央会創立６０周年記念式典後の祝賀会 祝儀料

H28.2.5 \6,000 高知県議会と高知大学との意見交換会　会費

H28.2.8 \8,000 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ歓迎会　会費

H28.2.11 \8,000 NPO法人高知県日中友好協会第２５回春節を祝う会　会費

H28.2.18 \3,000 高知県土地改良事業団体連合会第58回通常総会後の懇親会　会費

H28.2.26 \5,000 平成27年度第30回高知県地場産業大賞の表彰式・祝賀会　会費

H28.3.5 \4,000 香美市合併十周年記念式典後の祝賀会 会費

H28.3.5 \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

H28.3.6 \3,000 高知県自衛隊・入隊激励会 会費

H28.3.16 \10,000 高知ユナイテッドＳＣキックオフパーティー ２０１６ 会費

H28.3.20 \2,000 黒潮町合併十周年記念式典後の昼食会 会費

H28.3.20 \5,000 四万十町合併十周年記念式典後の祝賀会 会費

H28.3.30 \10,000 第17回「Ｉ Love Dogs 会 ２０１６ 春」 会費

H28.4.14 \5,705 平成２７年度農業関係受賞者合同祝賀会(3/30) 清酒

小計 \437,345

香典料 H27.4.18 \10,000 元高知県議会副議長田上繁利氏 香典

生花料 H27.5.21 \20,000 元高知県議会副議長田上繁利氏葬儀（4/18）への生花

H27.6.24 \10,000 元高知県議会議長平山公敬氏 香典

H27.7.17 \20,000 元高知県議会議長平山公敬氏葬儀（6/24）への生花

H27.7.27 \10,000 高知県議会議員土居央氏ご尊父　香典

H27.8.1 \10,000 高知県議会議員武石利彦氏ご母堂　香典

H27.8.20 \20,000 高知県議会議員土居央氏ご尊父葬儀(7/27)への生花

H27.8.20 \20,000 高知県議会議員武石利彦氏ご母堂葬儀(8/1)への生花

H27.11.16 \20,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 生花代

H27.12.18 \2,250 高知県・ベンゲット州姉妹県州提携４０周年記念訪問時の戦没者慰霊碑等への生花

祝儀料
会費（負担金）

清酒代



区　分 支出日 支出額 相　　　　手　　　　方

香典料 H27.12.20 \10,000 高知県議会議員明神健夫氏ご尊父　香典

生花料 H27.12.22 \50,000 高知県議会議員川井喜久博氏　香典

H27.12.24 \16,200 高知県殉職警察職員慰霊祭(12/2)への生花

H28.1.14 \10,000 元高知県議会議員長谷川賀彦氏 香典

H28.1.26 \20,000 高知県議会議員川井喜久博氏葬儀(12/22)への生花

H28.1.26 \20,000 高知県議会議員明神健夫氏ご尊父葬儀(12/21)への生花

H28.2.2 \10,000 高知県議会議員浜田英宏氏ご尊父　香典

H28.2.4 \16,200 高知県警察葬(1/13)への生花

H28.2.22 \20,000 元高知県議会議員長谷川賀彦氏葬儀(1/14)への生花

H28.3.18 \20,000 高知県議会議員浜田英宏氏ご尊父葬儀（2/3）への生花

小計 \334,650

土産代 H27.10.14 \18,360 大韓民国全羅南道議会議長への記念品(10/6）

H27.10.19 \51,000 大韓民国全羅南道議会訪問団へのお土産（10/6）

H27.10.30 \10,000 安徽省人民代表大会訪問団へのお土産（10/26）

H27.10.30 \11,880 安徽省人民代表大会訪問団長への記念品（10/26）

H27.11.2 \10,260 大韓民国全羅南道議会議員訪問団の歓迎交流会(10/6)

H27.11.13 \9,720 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し入れ(11/1)

H27.11.13 \9,720 阪神タイガース秋季キャンプ歓迎セレモニー(11/1)

H27.11.13 \9,375 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(10/19)

H27.11.2 \9,255 韓国プロ野球ＬＧツインズ２０１５秋季キャンプ歓迎セレモニー差し入れ(11/4)

H27.11.16 \12,000 高知県・ベンゲット州友好提携４０周年記念訪問時の州政府へのお土産(11/22)

H27.12.2 \5,186 高知県・ベンゲット州友好提携４０周年記念訪問時の知事夫人へのお土産(11/22)

H27.12.2 \12,938 高知県・ベンゲット州友好提携４０周年記念訪問時の知事・副知事へのお土産(11/22)

H28.1.26 \18,360 大韓民国全羅南道知事への記念品(1/17)

H28.1.29 \18,000 韓国プロ野球ハンファ･イーグルス２０１６春季キャンプ歓迎セレモニー差入れ(1/16)

H28.2.1 \14,000 アルビレックス新潟２０１６春季キャンプ激励品差入れ(1/18)

H28.2.5 \14,000 徳島ヴォルティス２０１６春季キャンプ激励品贈呈式差入れ(1/22)

H28.2.12 \20,000 阪神タイガース(2軍)春季キャンプ歓迎セレモニー差入れ(2/1)

H28.2.15 \11,340 ブラウブリッツ秋田２０１６春季キャンプ激励品贈呈式差入れ(2/16)

H28.2.15 \21,000 埼玉西武ライオンズ２０１６春季キャンプ激励品贈呈式差入れ(2/1)

H28.2.15 \20,000 カターレ富山春季キャンプ歓迎セレモニー差入れ(2/2)

小計 \306,394

その他

小計 \0

合計 \1,078,389


