
平成２１年４月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 2１年 4月 7日 見舞費 農業委員浅野勲氏病気見舞 見舞金 5,000 

平成 21年 4月 24日 渉外費 江南市藤観会会費（正副議長分） 会費 6,000 

合  計 11,000 

 

平成２１年５月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 2１年 5月 1日 見舞費 自治功労者水越 覺氏の病気見舞 見舞金 5,000 

平成 21年 5月 13日 慶弔費 自治功労者水越 覺氏逝去 香典・供花 34,000 

平成 21年 5月 21日 渉外費 セントラル愛知交響楽団新常任指揮者

齊藤一郎氏就任披露小宴会 

会費 8,000 

平成 21年 5月 23日 渉外費 岩倉ロータリークラブ創立30周年記念

式典 

寸志 5,000 

合  計 52,000 

 

平成２１年６月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 2１年 6月 4日 慶弔費 消防署職員 山下 俊夫氏逝去 香典・供花 19,700 

協力金 5,000  平成 21年 6月 5日 賛助費 核兵器廃絶２００９あいち平和行進 

ペナント代 1,000  

平成 21年 6月 15日 見舞費 岩倉市東町 建物火災 火事見舞 10,000  

平成 21年 6月 25日 慶弔費 消防団員 櫻井芳樹氏ご母堂様逝去 供花 7,000 

合  計 42,700 

 

平成２１年７月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 21年 7月 9日 慶弔費 市議会議員 高桑敏直氏ご祖母様逝去 供花 7,000 

平成 21年 7月 9日 賛助費 2009年日本国民救援会夏期救援募金 協力金 3,000 

平成 21年 7月 13日 渉外費 岩倉市名古屋コーチン振興組合総会 寸志 5,000 

平成 21年 7月 18日 渉外費 第54回愛知県消防操法大会出場選手激

励会 

寸志 5,000 

平成 2１年 7月 25日 慶弔費 農業委員 桒山栄一氏ご尊父様逝去 供花 7,000 

合  計 27,000 

 



平成２１年８月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 21年 8月 8日 渉外費 第54回愛知県消防操法大会 寸志 5,000 

平成 21年 8月 9日 見舞費 岩倉市八剱町 建物火災 火事見舞 10,000 

平成 21年 8月 12日 渉外費 浮野古戦場供養祭 お供え 5,000 

平成 21年 8月 17日 慶弔費 消防団員 田中輝義氏逝去 香典 5,000 

平成 21年 8月 19日 渉外費 岩倉青年会議所８月通常総会 寸志 5,000 

平成 21年 8月 20日 賛助費 岩倉市老人クラブ連合会作品展 賞品代 3,000 

平成 21年 8月 26日 慶弔費 選挙管理委員会委員長 浅田良嗣氏ご

母堂様逝去 

供花 7,350 

平成 21年 8月 29日 渉外費 第11回にっぽんど真ん中まつり 寸志 5,000 

合  計 45,350 

 

平成２１年９月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

  なし   

合  計 0 

 

平成２１年１０月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 21年 10月 3日 賛助費 ＭＯＡ美術館岩倉児童作品展表彰式 賞品代 3,000 

平成 21年 10月 5日 慶弔費 岩倉市議友会追悼会 お供え 5,000 

平成 21年 10月10日 渉外費 岩倉駅東地区北街区第一種市街地再

開発事業「サクランド岩倉」竣工式 

寸志 10,000 

平成 21年 10月 14～16日 渉外費 総務常任委員会行政視察 土産 12,441 

平成 21年 10月 20～22日 渉外費 建設・文教常任委員会行政視察 土産 12,480 

平成 21年 10月22日 渉外費 老人クラブ連合会運動会 寸志 5,000 

平成 21年 10月25日 慶弔費 自治功労者 大島日出一氏逝去 香典・供花 34,700 

平成 21年 10月 27～29日 渉外費 市民・福祉常任委員会行政視察 土産 12,441 

平成 21年 10月28日 賛助費 2009年度県内被爆者行脚 協力金 5,000 

合  計 100,062 

 

 

 

 



平成２１年１１月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 21年 11月 5日 賛助費 危険物安全協会防火作品ポスター 賞品代 3,000 

平成 21年 11月 6日 慶弔費 民生委員・児童委員山中里美氏ご母堂様

逝去 

供花 7,000 

平成 21年 11月 7日 賛助費 パチパチ珠算競技大会 賞品代 5,000 

平成 21年 11月 19日 慶弔費 市議会議員安田豊氏ご尊父様逝去 香典・供花 25,750 

合  計 40,750 

 

平成２１年１２月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 21年 12月 3日 見舞費 自治功労者山田彦氏 病気見舞 見舞金 5,000 

平成 21年 12月 3日 見舞費 元産業医上條正啓氏 病気見舞 見舞金 5,000 

平成 21年 12月 9日 賛助費 日本国民救援会２００９年末救援募金 協力金 3,000 

平成 21年 12月 13日 渉外費 ２００９夢コンサート 寸志 5,000 

平成 21年 12月 18日 渉外費 平成２１年度岩倉市文化協会懇親会 寸志 5,000 

平成 21年 12月 20日 渉外費 いわくら少年少女合唱団創立15周年記

念パーティ 

寸志 5,000 

平成 21年 12月 25日 渉外費 岩倉市農業委員会懇親会 寸志 5,000 

合  計 33,000 

 

平成２２年１月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 22年 1月 4日 慶弔費 大地町区長代理者 山内秀敏氏のご尊父

様逝去 

供花 7,350 

平成 22年 1月 12日 渉外費 平成22年県・市新春懇談会 会費 7,000 

平成 22年 1月 22日 慶弔費 消防団員 糸魚川功次氏のご尊父様逝去 供花 7,000 

平成 22年 1月 28日 渉外費 議友会総会 寸志 5,000 

平成 22年 1月 30日 渉外費 岩倉青年会議所１月通常総会 寸志 5,000 

合  計 31,350 

 

 

 

 

 



平成２２年２月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成２２年２月４日 見舞費 中本町建物火災 火事見舞 10,000 

平成２２年２月４日 慶弔費 自治功労者 関戸喜代志氏逝去 香典・供花 34,700 

平成２２年２月５日 慶弔費 栗本誠一様 逝去 供花 7,000 

合  計 51,700 

 

平成２２年３月交際費執行状況 

支出年月日 区分 執行内容 品目等 金額（円） 

平成 22年 3月 13日 渉外費 クリーンアップ五条川２０１０ 寸志 5,000 

合  計 5,000 

 


