
３　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 6 60,000

  ・元学校医　本人葬儀香料
　・元小川町獣医　本人葬儀香料
　・市職員　実母葬儀香料
　・市内寄付者　本人葬儀香料
　・湖北水道企業団営業課長　実父葬儀香料
　・市議会議員　実父葬儀香料

見舞金 2 10,000

　
  ・市職員　実母御見舞
　・市議会議員　実父御見舞

会費 8 45,500

　
  ・百里基地准曹会
　・百里基地周辺整備協議会懇親会
　・国際交流ひろば
　・旧広域消防議会懇親会
　・小川町商工会建設業部会懇親会
　・玉里消防団「表彰旗」受章祝賀会
　・湖北水道企業団組合議会懇親会
　・補助金検討委員会懇親会

月計 16 115,500

累計 234 1,905,829



２　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 15 160,000

 
  ・市職員　実父葬儀香料
　・農業委員　実母葬儀香料
　・市職員　義父葬儀香料
　・石岡市議会議長　ご子息様葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・名誉市民　本人葬儀香料
　・名誉市民　本人花輪料
　・統計調査員　本人葬儀香料
　・市職員　義父葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・元民生委員　本人葬儀香料
　・元美野里町議会議員　本人葬儀香料
　・市職員　義母葬儀香料
　・市内長寿者　葬儀香料
　・元玉里村教育長　本人葬儀香料

見舞金 8 40,000

　
  ・市職員　実父御見舞
　・農業委員　実母御見舞
　・市職員　義父御見舞
　・市職員　妻御見舞
　・市職員　実父御見舞
　・名誉市民　本人御見舞
　・市職員　義父御見舞
　・市職員　義母御見舞

会費 11 64,000

　
  ・石岡地区交通安全協会小美玉連合会新年会
　・狩野　安様 叙勲受賞を祝う会
　・美野里管工事組合懇親会
　・小川町新春講演会（懇親会）
　・霞台厚生施設組合議会懇親会
　・湖北環境衛生事務組合議会懇親会
　・水戸食品衛生協会小川支部新年会
　・警察官友の会
　・空将昇任を祝う会
　・第７航空団司令部 定年退官に伴う懇親会
　・茨城地方広域環境事務組合懇親会

賛助金 1 20,000 　・第１５次ベトナム友好訪問団に対する賛助金

月計 35 284,000

累計 218 1,790,329

　



1　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 4 40,000

 
  ・市職員　義母葬儀香料
　・市職員　本人葬儀香料
　・市職員　実母葬儀香料
　・湖北水道企業団議会議員　妻　葬儀香料

見舞金 3 15,000

　
　
  ・市職員　義母御見舞
　・市職員　本人御見舞
　・市職員　実母御見舞

会費 18 123,000

　・明日の茨城づくりをめざす新春の集い
　・小美玉市長を囲む会懇談会
　・「はるるの郷」竣工祝賀会
　・小美玉市老人クラブ連合会役員新年会
　・水戸法人会小川地区会新年会
　・玉里工業団地連絡協議会新年会
　・区長会新年会
　・百里基地航空懇話会
　・交通安全出初式（交通安全指導員懇親会）
　・身体障害者福祉協会新年会
　・美野里地区企業連絡会総会
　・教育委員懇親会
　・小川町商工会女性部新年会
　・郷友会新年会
　・木名瀬裕様叙勲祝賀会
　・女性ドライバー玉里支部新年会
　・日本ベトナム友好協会新春のつどい
　・農業委員会新年会

賛助金 1 20,000
　・水戸短期大学附属高等学校第86回全国高等学校
　　サッカー選手権大会出場賛助金

渉外費 1 1,900 　・牛久市総合窓口視察研修時手土産代

その他 1 2,500 　・市民生委員災害時見舞による手土産代

月計 28 202,400

累計 183 1,506,329



1２　月　分

　

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 7 80,000

　・元玉里村議会議長本人　葬儀香料
　・市職員実母　葬儀香料
　・区長本人　葬儀香料
　・区長本人　花輪料
　・市職員実母　葬儀香料
　・納場保育園理事長本人　葬儀香料
　・市職員義父　葬儀香料

見舞金 4 20,000

　
　・市職員実母　御見舞
　・区長本人　御見舞
　・市職員　実父御見舞
　・市職員　実母御見舞

会費 5 50,000

　・第58回千鳥会
　・美野里病院竣工祝賀会
　・美野里病院忘年会
　・美野里民生委員児童委員歓送迎会
　・湖北水道企業団議会懇親会

賛助金 1 10,000 　・日本ベトナム友好協会創立40周年記念事業賛助金

その他 2 142,970
　・市長及び副市長名刺代
　・新盆用線香代

月計 19 302,970

累計 155 1,303,929



11　月　分

　

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 4 40,000

　
　・市職員　実母葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・元民生委員 本人葬儀香料
　・市職員　実母葬儀香料

見舞金 3 15,000

　
　
　・市職員　実母御見舞
　・市職員　実父御見舞
　・市職員　実母御見舞

会費 6 30,000

　・関東甲信越管内市町村長懇親会
　・共猟会
　・チーム百里第２回懇親会
　・琴榮会１５周年記念祝賀会
　・監査委員会送別会
　・小美玉市連合消防団役員等懇親会

その他 3 34,935
　・公用年賀葉書
　・全日本同和会茨城県連合会生花
　・公用年賀葉書印刷

月計 16 119,935

累計 136 1,000,959



10　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 7 70,000

　
　・民生委員　実父葬儀香料
　・農業委員　実父葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・区長　実父葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・市職員　実母葬儀香料
　・市職員　本人葬儀香料

見舞金 8 45,000

　・民生委員　実父御見舞
　・農業委員　実父御見舞
　・市職員　実父御見舞
　・石岡市長　御見舞
　・区長　実父御見舞
　・市職員　実母御見舞
　・市職員　本人御見舞
　・市職員　実父御見舞

会費 5 22,000

　・AET歓迎会
　・小美玉市三士の会
　・小川消防団第18分団慰労会
　・玉里消防団慰労会
　・教育委員会懇親会

渉外費 2 17,500
　・障害者施設みのるの郷訪問時土産代
　・家畜商業協同組合総会時土産代

協賛・賛助金 1 20,000 　・農業振興対策賛助金

その他 1 13,300 　・自治基本条例最終答申時昼食代

月計 24 187,800

累計 120 881,024



９　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 5 50,000

　・市職員　義父葬儀香料
　・市職員　義父葬儀香料
　・市職員　実父葬儀香料
　・元農業委員　本人　葬儀香料
　・元農業委員　本人　葬儀香料

見舞金 4 20,000

　・市職員　義父御見舞
　・市職員　義父御見舞
　・市職員　御見舞
　・市職員　実父御見舞

会費 2 15,000

　
　
　
　・ふるさとふれあい祭り企画実行委員会
　・茨城平成会
　

協賛・賛助金 1 14,000 　・農村ふるさとまつり賛助金

月計 12 99,000

累計 96 693,224



８　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 1 10,000 　・元玉里村議会議員　本人　葬儀香料

会費 4 16,000

　
　
　・監査委員会懇親会
　・経営同友会
　・チーム百里懇談会
　・茨城地方広域環境事務組合議会懇親会

協賛・賛助金 2 25,000
　・常総学院高等学校　第89回全国賛助金
　・2007年原水爆禁止世界大会賛助金

月計 7 51,000

累計 84 594,224



７　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 4 40,000

　・区長実母　葬儀香料
　・市職員　実父　葬儀香料
　・市職員　実父　葬儀香料
　・区長実母　葬儀香料
　

見舞金 2 10,000
　
　・市職員　実父御見舞
　・市職員　実父御見舞

会費 5 24,000

　
　
　・石岡地区水上交通安全協会総会
　・納場北部地区農業集落排水施設維持管理組合総会
　・日本ベトナム友好協会茨城県連合会創立40周年記念祝賀会
　・美野里スポーツ少年団指導者研修会
　・美野里町農業委員会OB会

協賛・賛助金 2 15,000
　・核兵器禁止平和建設国民会議賛助金
　・2007年原水爆禁止世界大会賛助金

その他 1 3,000 　・名刺代

月計 14 92,000

累計 77 543,224



６　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 2 20,000
　・区長実母　葬儀香料
　・元美野里町収入役本人　葬儀香料

見舞金 1 5,000 　・区長実母　御見舞

会費 9 45,000

　・湖北水道定例会
　・青少年を育てる小美玉市民の会
　・上吉影区懇談会
　・経営同友会総会
　・New Future Club総会
　・市体育協会設立総会
　・行政改革懇談会
　・石岡地区交通安全協会美野里支部総会
　・茨城県農業経営士協会県北支部総会

協賛・賛助金 2 30,000
　・茨城県農業農民団体協議会農業振興対策賛助金
　・被爆62周年原水爆禁止世界大会賛助金

その他 1 7,176 　・名刺代

月計 15 107,176

累計 63 451,224



５　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 4 40,000

　・人権擁護委員本人　葬儀香料
　・元農業委員本人　葬儀香料
　・石岡市議会議長　実母　葬儀香料
　・元美野里町議会議員　本人　葬儀香料

会費 19 105,000

　
　・野田区役員会
　・保護司会
　・長谷川大紋後援会設立総会
　・玉里工業団地連絡協議会総会
　・自民党玉里支部総会
　・竹原コミュニティ総会
　・市交通安全協会総会
  ・幡谷祐一氏出版を祝う会
　・玉里商工会工業部総会
　・百里基地航空懇話会
　・ふれあいまつり企画実行委員会懇親会
　・北浦区公民館落成式祝賀会
　・小川町商工会建設業部会幹事会
　・玉里商工会総会
  ・石岡地区交通安全協会小美玉市連合会玉里支部総会
　・旧園部川流域維持管理委員会
　・自治基本条例策定委員会懇親会
　・特別養護老人ホーム霞ケ浦竣工式
　・青少年相談員総会

見舞 2 10,000

　
　・市職員　実父御見舞
　・市職員　本人御見舞

協賛・賛助金 1 10,000 　・日本ベトナム友好協会第53回全国総会賛助金

月計 26 165,000

累計 48 344,048



４　月　分

項目 件数 金額 支出件名

弔慰金 7 70,000

　・玉里地区消防団　団員本人　葬儀香料
　・元学校医本人　葬儀香料
　・市職員実母　葬儀香料
　・元農業委員本人　葬儀香料
　・市職員実父  葬儀香料
　・区長実父　葬儀香料
　・元農業委員本人　葬儀香料

会費 10 75,000

　・美野里消防団懇親会
　・市隊友会説立総会
　・教育委員会歓送迎会
　・石岡台地土地改良区歓送迎会
　・水戸法人会美野里地区会通常総会
　・第13回美野里農作業受託組合総会
　・水戸法人会小川地区会通常総会
　・美野里ダンススポーツ連合会チャリティーダンスパーティー
　・旧広域消防議会関係懇親会
　・農業委員会懇親会

見舞金 3 15,000

　
　・市職員　実母御見舞
　・市職員　実父御見舞
　・区長　実父御見舞

その他 2 19,048
　・「たなごころ」（居宅介護施設)竣工祝賀会
　・名刺

月計 22 179,048

累計 22 179,048


