
３　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 4 40,000

　
　・市職員義父　葬儀香料
　・市職員実父　葬儀香料
　・市職員実母  葬儀香料
　・市職員実父  葬儀香料

見舞金 5 25,000

　・市職員義父　御見舞
　・市職員実父  御見舞
　・市職員実母  御見舞
  ・市職員実父　御見舞
　・市職員実父  御見舞

会費 3 21,000
　・百里基地准曹会懇親会
　・農業委員会懇親会
　・百里基地周辺地域整備協議会懇話会

渉外費 1 14,700 　・百里民間共用化利用促進訪問時土産代

月計 13 100,700

累計 172 1,611,144



２　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 6 60,000

　
　・市職員義父　葬儀香料
　・学校医本人　葬儀香料
　・学校医本人　花環料
　・市議会議員実父 葬儀香料
　・市議会議員実母 葬儀香料
　・市民生委員実母 葬儀香料

見舞金 5 25,000

　・市職員義父　御見舞
　・学校医本人　御見舞
　・市議会議員実父 御見舞
　・市議会議員実母 御見舞
　・市民生委員実母 御見舞

会費 8 56,000

　・石岡地区交通安全協会小美玉連合会新年会
　・霞台厚生施設組合議会懇親会
　・石岡地方斎場組合懇親会
　・補助金検討委員会懇親会
　・湖北環境衛生組合懇親会
　・石岡地区交通安全協会長受賞祝賀会
　・茨城中央広域環境事務組合懇親会
　・水道運営審議会

協賛・賛助金 1 20,000 　・日本ベトナム友好協会国際交流運動賛助金

月計 20 161,000

累計 159 1,510,444



１　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 7 70,000

　
　・湖北環境衛生組合議会議員本人　葬儀香料
　・元小川町議会議員本人　葬儀香料
　・湖北環境衛生組合議会議員実母　葬儀香料
　・土木部都市局都市計画課長実母　葬儀香料
　・元二本松区長本人　葬儀香料
　・市政功労者本人　葬儀香料
　・市職員実父　葬儀香料

見舞金 2 15,000
　・小川地区消防団員　公務災害御見舞
　・市職員実父　御見舞

会費 27 228,000

　
　・中根地区新年会
　・下田一区新年会
　・本田町新年会
　・玉里消防団第5分団新年会
　・美野里町農協新年会
　・老人クラブ連合会役員会
　・美野里農作業受託組合新年会
　・明日の茨城づくりをめざす新春の集い
　・区長会新年会
　・石岡医師会新年会
　・茨城県信用組合新年会
　・玉里商工会市長を囲む集い
　・美野里消防団新年会
　・美野里遺族会新年会
　・女性ドライバー友の会連合会役員会
　・小川地区交通指導委員会
　・羽鳥学区区長会新年会
　・小川地区民生委員児童委員協議会新年会
　・玉里工業団地連絡協議会新年会
　・水戸法人会小川地区会新年会
　・玉里地区防犯連絡協議会新年会
　・玉里婦人防火クラブ新年会
　・教育委員会懇親会
　・小川・美野里・玉里３分団正副分団長会議
　・美野里地区企業連絡会総会
　・郷友会新年会会費
　・監査委員会懇親会

その他 1 55,109 　・名刺

月計 37 368,109

累計 139 1,349,444



１２　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 7 70,000

　
　・民生委員実母  葬儀香料
　・茨城町長実母　葬儀香料
　・茨城県議会議員本人　葬儀香料
　・市長寿者　葬儀香料
　・市職員実父　葬儀香料
　・茨城県家畜商業協同組合専務理事本人　葬儀香料
　・市職員実母　葬儀香料

見舞金 1 5,000 　・市職員実母　御見舞

会費 5 48,000

　・自衛隊茨城地方協力本部50周年記念祝賀会
　・美野里病院忘年会
　・全日本シニアソフトボール選手権大会準優勝祝賀会
　・美野里ふるさと食品公社役員会・忘年会
　・消防関係者との懇談会

その他 1 4,935 　・公用年賀葉書印刷

月計 14 127,935

累計 102 981,335

　



１１　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 4 40,000

　・元美野里町民生委員本人　葬儀香料
　・玉里消防団長実母　葬儀香料
　・一番食品株式会社取締役相談役本人　葬儀香料
　・元小川町議会議員本人　葬儀香料

会費 3 35,000
　・常陸小川ライオンズクラブ30周年記念大会
　・共猟会
　・第５７回千鳥会

協賛・賛助金 1 20,000 　・茨城県農業農民団体協議会農業振興対策

その他 2 40,000
　・全日本同和会茨城県連合会大会献花代
　・公用年賀葉書

月計 10 135,000

累計 88 853,400

　



１０　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 5 45,000

　・元美野里町議会議員本人　　葬儀香料
　・水戸保健所長　実父葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・石岡地方斎場組合議会議員　養父葬儀香料
　・民生委員　長男葬儀香料

会費 1 2,000 　・農林水産省予算概算要求時懇親会

その他 2 16,000
  ・山王台病院附属東クリニック　救急・循環器センター竣工祝賀会
　・美野里酪農ホルスタイン共進会市長賞記念品

月計 8 63,000

累計 78 718,400

　



９　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 2 15,000
　・元美野里町議会議員本人　葬儀香料
　・茨城県自衛隊殉職隊員追悼式  供花料

会費 2 5,000
　・百里基地観月会
　・美野里企業連絡会

見舞 2 10,000

　
　・茨城地方広域環境事務組合議会議員本人  御見舞
　・市職員本人  御見舞

その他 1 82,500 　・新盆線香代

月計 7 112,500

累計 70 655,400

　



８　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 6 60,000

　・市職員実父　葬儀香料
　・市職員本人　葬儀香料
　・元民生委員本人　葬儀香料
　・市議会議員実母  葬儀香料
　・市職員実父　葬儀香料
　・茨城県知事　実母葬儀香料

会費 7 61,000

　・百里基地司令送別会
　・区長会懇親会
　・美野里ライオンズクラブ・常陸小川ライオンズクラブ地区
    役員例会
　・全国都道府県議会議長就任祝賀会
　・ＡＬＴ送別会
　・「上善水の如し　第三集」出版を祝う会
　・茨城県市長会懇談会

賛助・協賛金 5 63,000

　
　・農村ふるさとまつり賛助金
　・第２０回茨城県反核平和の火リレー協賛金
　・常総学院高等学校　第８８回全国高等学校野球
　  選手権大会出場賛助金
　・核兵器禁止平和建設国民会議賛助金
　・第46回茨城県母親大会賛助金

見舞 4 30,000

　・市職員本人　御見舞
　・市職員本人　出火御見舞
　・市議会議長　御見舞
　・農業委員本人　出火御見舞

月計 22 214,000

累計 63 542,900

　



７　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 4 40,000

　・市職員義母　葬儀香料
　・区長実父　葬儀香料
　・市職員実父　葬儀香料
　・元小川町議会議員本人　葬儀香料

会費 6 33,000

　・石岡地区水上交通安全協会総会
　・石岡地区交通安全協会小美玉連合会美野里支部総会
　・納場北部地区維持管理組合総会
　・農業委員会懇親会
　・旧大洋村長の出版を祝う会
　・監査委員会懇親会

賛助・協賛金 2 20,000

　
　・2006年原水爆禁止世界大会賛助金
　・被爆61周年原水爆禁止世界大会賛助金

見舞 0 0

月計 12 93,000

累計 41 328,900

　



６　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 3 30,000
　・市職員実母　葬儀香料
　・取手市長実父　葬儀香料
　・市職員義母　葬儀香料

会費 4 20,000

　・茨城県隊友会小川支部総会
　・経営同友会総会懇親会
　・New Future Club通常総会懇親会
　・交通安全協会玉里支部総会

賛助・協賛金 2 23,000

　
　・民謡民舞茨城県大会協賛金
　・茨城県農業農民団体協議会農業振興対策賛助金

見舞 2 10,000
　・市職員　御見舞
　・市議会議員　御見舞

その他 1 5,000 　・暫定教育長退任時花束代

月計 12 88,000

累計 29 235,900

　



５　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 6 70,000

　・元農業委員本人　葬儀香料
　・農業委員実父　葬儀香料
　・元農業委員本人　葬儀香料
　・石岡地方斎場組合議会議長本人　葬儀香料
　・市職員義父  葬儀香料
　・元玉里村長実父　葬儀香料

会費 4 21,000

　
　・玉里工業団地連絡協議会懇親会
　・百里基地航空懇話会懇親会
　・百里基地周辺整備協議会懇親会
　・旧園部川排水施設維持管理委員会

賛助 0 0

渉外費 1 1,900 　・レバノン共和国臨時代理大使表敬訪問時土産代

月計 11 92,900

累計 17 147,900



４　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰 3 25,000

　・市職員実母　葬儀香料
　・市職員実母　花輪料
　・市民生委員義父  葬儀香料
　

見舞 2 10,000

　
　・市職員実母　御見舞
　・市民生委員義父  御見舞
　

会費 1 20,000
　
　・政治団体結成50周年記念文化懇談会

月計 6 55,000

累計 6 55,000


