
平成28年度（2016年度）交際費執行状況の詳細

番号 支出日 区分 摘要 金額

1 平成28年4月5日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代（12団体） ¥40,954

2 平成28年4月16日 会費 新町地区町会連合会新役員顔合わせ会 ¥10,000

3 平成28年4月28日 会費 市政協力者との懇親会 ¥6,000

4 平成28年5月2日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代 ¥5,227

5 平成28年5月11日 その他市政協力者への手土産代（５名分） ¥14,580

6 平成28年5月12日 その他市政協力者への手土産代 ¥4,320

7 平成28年5月12日 会費 市政協力者との懇親会（７名分） ¥56,100

8 平成28年5月13日 会費 講演会に伴う懇親会 ¥7,000

9 平成28年5月16日 その他市政協力者への手土産代（２名分） ¥5,572

10 平成28年5月17日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代 ¥3,240

11 平成28年5月17日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代 ¥5,000

12 平成28年5月17日 会費 市政協力者との懇親会　（２名分） ¥12,000

13 平成28年5月30日 会費 竹内街道・横大路～難波から飛鳥へ日本最古の官道（大道）～活性化実行委員会懇親会 ¥5,000

14 平成28年6月2日 会費 松原市火災予防協会との懇親会 ¥3,000

15 平成28年6月8日 会費 全国青年市長会意見情報交換会懇親会 ¥6,000

16 平成28年6月8日 その他市政協力者への記念品代 ¥6,500

17 平成28年6月10日 会費 市政協力者瑞宝単光章受章祝賀会（３名分） ¥12,000

18 平成28年6月21日 会費 大阪府松原公衆衛生協力会平成２８年度通常総会懇親会 ¥5,000

19 平成28年6月21日 賛助 まつばら市民まつり協賛提灯代 ¥3,000

20 平成28年7月4日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代（３団体分） ¥7,268

21 平成28年7月10日 会費 市政協力者との交流会 ¥5,000

22 平成28年7月13日 会費 市政協力者への手土産代 ¥2,300

23 平成28年7月19日 会費 記者クラブとの懇親会 ¥8,000

24 平成28年8月1日 会費 丹南地区福祉委員会花火大会食事会 ¥5,000

25 平成28年8月13日 会費 池内夏まつり ¥5,000

26 平成28年8月18日 会費 第30回全国青年市長会前日交流会 ¥5,000

27 平成28年8月20日 会費 城連寺納涼盆おどり大会 ¥5,000

28 平成28年8月21日 会費 一津屋荘園盆踊り大会 ¥5,000

29 平成28年9月1日 会費 松原市医師会との懇親会 ¥10,000

30 平成28年9月21日 その他市政協力者（２名）へお祝い花代 ¥20,000

31 平成28年9月24日 弔慰 市議会議員　母葬儀　供花代 ¥10,500

32 平成28年10月5日 その他市政協力団体へ訪問に際する手土産代（3団体分） ¥13,932

33 平成28年10月7日 その他中華民国（台湾）105年國慶日祝賀レセプションへのお祝い花 ¥15,000

34 平成28年10月14日 会費 職員組合第30回定期大会レセプション ¥5,000

35 平成28年10月23日 会費 市政協力者総務大臣表彰受賞祝賀会 ¥10,000

36 平成28年10月24日 会費 松原市遺族会追悼式 ¥5,000

37 平成28年10月29日 会費 関西セーフコミュニティ推進自治体ランチミーティング ¥2,060

38 平成28年10月31日 会費 市政協力者との懇親会 ¥8,000

39 平成28年11月6日 会費 あかつき会第５５回年次大会 ¥5,000

40 平成28年11月14日 会費 松原市消防団 団長 歓送迎会 ¥5,000

41 平成28年11月17日 会費 松原教職員組合との懇談会 ¥5,000

42 平成28年12月1日 会費 農業委員会懇親会 ¥10,000

43 平成28年12月2日 会費 松原市スポーツ３団体合同懇親会 ¥7,000
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44 平成28年12月6日 会費 市政協力者との懇親会（５名分） ¥43,420

45 平成28年12月6日 その他 市政協力団体への手土産代 ¥7,128

46 平成28年12月10日 会費 松原市医師会忘年会 ¥10,000

47 平成28年12月20日 会費 大阪万博についての懇談会 ¥5,000

48 平成28年12月21日 会費 関西プロジェクト会議 ¥900

49 平成28年12月27日 会費 歳末警戒陣中見舞い　@5,000円×6分団 ¥30,000

50 平成29年1月7日 会費 ３クラブ合同新年名刺交換会 ¥10,000

51 平成29年1月11日 会費 民生委員児童委員協議会年賀交換会 ¥3,000

52 平成29年1月13日 会費 松原青年会議所新年互礼会 ¥10,000

53 平成29年1月15日 会費 藤扇流松舞会新年会 ¥5,000

54 平成29年1月15日 会費 丹南連合会新年互礼会 ¥10,000

55 平成29年1月16日 会費 松原地区保護司会Ｈ２９年年賀交歓会 ¥10,000

56 平成29年1月17日 会費 市政協力者との懇親会 ¥10,000

57 平成29年1月17日 その他 市政協力者への手土産代 ¥10,000

58 平成29年1月19日 会費 部落解放同盟大阪府連合会松原支部新年互礼会 ¥10,000

59 平成29年1月20日 会費 松原防犯協議会新年年賀交歓会 ¥5,000

60 平成29年1月21日 会費 松原三師会新年会 ¥10,000

61 平成29年1月22日 会費 天美地区町会連合会の新年会　 ¥10,000

62 平成29年1月25日 会費 福祉ネットワーク懇親会 ¥5,000

63 平成29年2月3日 その他市政協力者への手土産代（５名分） ¥12,960

64 平成29年2月7日 会費 土地建物取引業協会南大阪支部創立50周年及び南大阪不動産事業協同組合創立30周年記念式典 ¥10,000

65 平成29年2月10日 会費 六市連絡協議会懇親会 ¥10,000

66 平成29年2月19日 その他市政協力団体への手土産代 ¥9,760

67 平成29年2月23日 会費 中部市長・副市長会意見交換会 ¥10,000

68 平成29年3月5日 会費 梅まつり ¥5,000

69 平成29年3月13日 その他 市政協力団体への手土産代（３団体） ¥24,410

70 平成29年3月14日 その他 市政協力団体への手土産代 ¥9,950

71 平成29年3月14日 その他 市政協力団体への手土産代 ¥3,702

72 平成29年3月16日 会費 松原トラック協議会例会 ¥10,000

73 平成29年3月17日 その他 市政協力者への記念品代 ¥9,990

74 平成29年3月26日 会費 千秋楽祝賀会 ¥10,000

75 平成29年3月28日 会費 市政協力者団体との懇親会 ¥10,000

¥729,773


