
議長交際費支出状況 平成 31 年 4 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●平成 31 年 4 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

4月 10日 弔 慰 10,000 故 木浦 敏明議員葬儀 香料（4月 6日永眠） 

4月 21日 会費等 4,000 
高田駐屯地創設六十九周年記念行事 祝賀会食 会費 

出席者：議長 

4月分計 14,000       

平成 31年度累計 14,000       

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 5 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 5 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

5月 11日 会費等 5,000 
「国立公園妙高歓迎パーティーin艸原祭」 会費  

出席者：議長 

5月 16日 会費等 3,996 
妙高商工会第 58回総会懇親会 会費相当分(清酒 2本)  

出席者：議長 

5月 22日 会費等 8,000 

県営経営体育成基盤整備事業 広島地区 安全祈願祭起工式

典 祝賀会 会費 

出席者：議長、産業経済委員会委員長 

5月 22日 会費等 4,440 

妙高高原商工会第 59回通常総代会懇親会 会費相当分 

(清酒 2本) 

出席者：副議長 

5月 30日 会費等 1,000 
矢代川全面改修促進期成同盟会情報交換会会費 

出席者：議長 

5月分計 22,436       

令和元年度累計 36,436       

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 6 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 6 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

6月 5日 会費等 3,952 
新井商工会議所通常議員総会会費相当 （清酒 2本） 

出席者：議長、産業経済委員長 

6月 27日 会費等 4,000 
令和元年度新井地域自衛隊協力会総会及び懇親会会費 

出席者：副議長（議長代理） 

6月 28日 賛 助 1,000 2019年原水爆禁止国民平和大行進に伴う賛同金（ペナント代） 

6月 30日 会費等 12,000 
妙高山系山開き安全祈願祭懇親会会費 

出席者：議長、産業経済委員長 

6月分計 20,952       

令和元年度累計 57,388       

 

 

 

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 7 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 7 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

7月 1日 賛 助 6,000 原水爆禁止新潟県協議会賛助金   

7月 3日 会費等 6,000 
妙高高原温泉郷旅館連合会 令和元年定時総代会会費 

出席者:議長   

7月 5日 弔 慰 10,000 故 山川 香一議員葬儀 香料（7月 3日永眠） 

7月 7日 会費等 10,000 
えちご妙高会第 15回総会・懇親会会費 

出席者:議長   

7月 9日 会費等 4,000 
妙高市公共土木事業整備促進期成同盟会 情報交換会会費 

出席者:議長、建設厚生委員会委員長 

7月 27日 会費等 5,500 
野尻湖灯ろう流し花火大会祝宴 会費相当 

出席者：議長 

7月分計 41,500       

令和元年度累計 98,888       

 

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 8 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 8 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

8月 23日 会費等 3,000 
妙高地域自衛隊協力会総会 懇親会会費 

出席者: :議長 

8月 24日 会費等 1,000 
「黒姫・妙高山麓大学駅伝大会」交流会 会費 

出席者:議長 

8月分計 4,000       

令和元年度累計 102,888       

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 9 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 9 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

9月 27日 会費等 10,000 
中華人民共和国成立 70周年祝賀レセプション 会費 

出席者: :議長 

9月分計 10,000      

令和元年度累計 112,888       

 

 



 

議長交際費支出状況 令和元年 10 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 10 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

10月 7日 会費等 6,000 
建設業部会「会員のつどい」 会費                                

出席者: 議長 

10月 14日 会費等 800 
スロヴェニ・グラデッツ高校交流事業「市民交流会」会費 

出席者：議長 

10月 15日 土産代 10,760 
総務文教委員会調査視察先手土産代 （10月 8日～10日） 

大野市、橿原市、掛川市 

10月 19日 会費等 4,524 
板橋区民まつり懇親会会費 会費相当分(清酒 2本)  

出席者: 議長 

10月分計 22,084       

令和元年度累計 134,972                                     

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 11 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 11 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

11月 15日 土産代 8,160 
産業経済委員会調査視察先手土産代 （11月５日、６日） 

都城市、日南市 

11月 16日 会費等 5,000 
妙高ＪＣシニアクラブ 設立 40周年記念式典・祝賀会会費 

出席者：議長 

11月 17日 会費等 10,000 
第 24回天心サミット in妙高 歓迎レセプション 会費 

出席者：議長 

11月 20日 土産代 11,170 
建設厚生委員会調査視察先手土産代 （11月 11日～13日） 

高槻市、茨木市、富士見町 

11月 21日 土産代 3,680 
産業経済委員会調査視察先お礼 （11月７日） 

日南市民間施設 

11月分計 38,010       

令和元年度累計 172,982       

 

 

 



議長交際費支出状況 令和元年 12 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和元年 12 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

12月１日 会費等 10,000 
花角知事と上越地域の明るい未来を拓く会 会費 

出席者：議長 

12月 10日 賛 助 5,000 原水爆禁止上越市協議会 被爆者援護・連帯募金 

12月分計 15,000       

令和元年度累計 187,982       

 

 

 



議長交際費支出状況 令和 2 年 1 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和 2 年 1 月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

 １月 19日 会費等 6,000 
上信越自動車道全線四車線化完成記念祝賀会 会費 

出席者：議長 

 １月 28日 会費等 4,020 
新井商工会議所 新年懇談会 会費相当（清酒 2本） 

出席者：議長、産業経済委員長 

1月分計 10,020       

令和元年度累計 198,002       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議長交際費支出状況 令和 2 年 2 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和 2 年 2 月分(単位:円) 

 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

2月 10日 会費等 5,000 
頸南建築組合代議員総会 会費相当           

出席者：議長  

2月 10日 土産代 6,640 
議会運営委員会調査視察先手土産代 （1月 29日～30日） 

南砺市、加賀市 

2月 24日 弔 慰 5,000 故 望月 弘元議員葬儀 香料（2月 24日永眠） 

2月分計 16,640       

令和元年度累計 214,642       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

議長交際費支出状況 令和 2 年 3 月分 

●議長交際費は、「妙高市市長交際費公開指針」に準じ、公開しています。 

●令和 2 年３月分(単位:円) 

支出日 支出区分 支出額 支出内容 

   なし 

    

3月分計        

令和元年度累計 214,642       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


