
市長交際費 平成２９年度 

＜平成２９年４月＞ 

▼5日 東地区区長会総会懇談会会費 5,000円 

▼12日 恵那食品衛生協会中津川支部通常総会懇談会会費 10,000円 

▼17日 恵那・中津川の農業と観光と文化を考える講演会会費 2,000円 

▼19日 水曜会４月定例会会費 1,000円、中津川市姉妹都市友好推進協会定時総会懇談会会

費 2,000円、中津川飲食業組合定期総会懇談会会費 5,000円 

▼24日 中津川建設協会通常総会懇談会会費 5,000円 

▼26日 中津川市の林業振興に関する意見交換会会費 7,000円 

▼27日 クアリゾート湯舟沢リニューアルオープン式典祝花 19,440円 

▼30日 中津川市消防団合併10周年記念式典祝賀会会費 3,000円 

 

＜平成２９年５月＞ 

▼8日 岐阜県建築士会中津川支部定時総会懇談会会費 5,000円 

▼10日 水曜会５月定例会会費 1,000円、下呂・中津川広域観光振興協議会総会懇談会会費 

8,000円 

▼15日 中津川総合飲食食品組合定期総会懇談会会費 5,000円 

▼19日 市議会議員親族淋見舞・香典 20,800円、中津川市中津地区災害対策協議会定期総

会懇談会会費 3,000円、中津川中核工業団地三木会懇談会会費 5,000円 

▼22日 中部地方整備局企画部長らとまちづくり意見交換会会費 5,000円 

▼23日 馬籠観光協会総会懇談会会費 2,000円 

▼24日 中津川地区交通安全協会情報交換会会費 5,000円 

▼26日 中津川法人会定時総会意見交換会会費 5,000円、付知町「おんぽい節」保存会総会

懇談会会費 1,000円 

▼28日 中津川建築組合総会懇談会会費 5,000円 

▼29日 中津川警察署の異動に伴う懇談会会費 4,000円 

▼30日 中津川観光協会通常総会懇談会会費 5,000円、中津川市文化協会懇談会会費 

3,000円 

 

＜平成２９年６月＞ 

▼6日 中津川ふるさと応援隊役員懇談会会費 5,000円 

▼8日 岐阜県知事を囲む会会費 10,000円、元坂下町議香典 10,000円 

▼9日 中津川自家用自動車組合意見交換会会費 5,000円 

▼19日 富士通テンマニュファクチュアリング協力会定時総会懇談会会費 5,000円 

▼20日 やさか地区区長会合同会議懇談会会費 5,000円 

▼21日 水曜会６月定例会会費 1,000円、裏木曽地域国有林活用会議会費 5,000円 

▼23 日 多治見砂防国道事務所・中津川市事業連絡調整会議意見交換会会費 6,000 円、東

美濃肉牛生産組合通常総会懇談会会費 5,000円 



＜平成２９年７月＞ 

▼1日 ふくおかまちづくり懇談会会費 2,000円 

▼4日 岐阜県市町村職員年金者連盟定期総会懇談会会費 4,000円 

▼6日 まちづくり むらおこし いきいきねっととの懇談会会費 2,000円 

▼13日 中京学院大学特任教授との意見交換会会費 5,000円 

▼20日 岐阜県恵那地区日韓親善協会総会懇談会会費 3,000円 

▼22日 中津川市美術家協会オープニングパーティ会費 5,000円 

▼24日 木曽下伊那・中津川地域県際交流協議会情報交換会会費 5,500円 

▼26日 水曜会 7月定例会会費 1,000円 

▼28日 観光推進懇談会会費 5,000円 

▼31日 恵那記者会・中津川記者会と両市長を囲む会会費 6,000円 

 

＜平成２９年８月＞ 

▼8日 恵那市議会・中津川市議会リニア情報交換会会費 6,000円 

▼9日 水曜会８月定例会会費 1,000円、元山口村村議香典 10,000円 

▼17 日 東濃農業共済事務組合情報交換会会費 10,000 円、㈱ひるかわ企画取締役香典 

10,000円 

▼18日 中津川市歴代区長会連合会長との懇談会会費 6,000円 

▼22日 恵那土木事務所・リニア推進事務所・中津川市事業調整会議意見交換会会費 6,000

円 

▼24 日 ㈱ＡＮＡ総合研究所懇談会会費 6,210 円、東濃５市首長会議懇談会会費 10,414

円 

▼26 日 深谷勲氏旭日双光章受章祝賀会会費 6,000 円、砂防講演会講師との懇談会会費 

6,000円 

 

＜平成２９年９月＞ 

▼2日 Ｂ&Ｇ財団との懇談会会費 5,000円 

▼6日 チャレンジ！中津川☆恵那プロジェクト内覧会食の交流会会費 5,000円 

▼14日 中津川記者会との懇談会会費 5,000円 

▼15日 明治大学ファームステイ研修交流会会費 5,000円 

▼19日 市トップアスリート事業至学館大学レスリング部加子母合宿歓迎会会費 5,000円 

▼20日 水曜会９月定例会会費 1,000円 

▼25日 市外部評価委員との懇談会会費 6,000円 

▼27日 なごやかサロン・ぎふ四水会 9月例会会費 3,000円 

▼29日 中津川市・下呂市連携事業推進会議懇談会会費 8,000円 

▼30日 苗木地区観光推進懇談会会費 3,600円 

 

 

 



 

＜平成２９年１０月＞ 

▼1日 岐阜県議会議員親族淋見舞・香典 20,800円 

▼3日 付知町まちづくり懇談会会費 2,000円 

▼13日 元福岡町議香典 10,000円 

▼14日 東京付知会総会・懇談会会費 7,000円 

▼16日 恵那市議会・中津川市議会議員交流会会費 6,620円 

▼17日 三市一村議会委員会合同会議会費 6,000円 

▼24日 尾城山サミット交流会会費 1,000円 

▼25日 水曜会 10月定例会会費 1,000円 

 

＜平成２９年１１月＞ 

▼2日 教育委員との懇談会会費 8,000円 

▼3日 坂本地区第３区区長香典 10,000円 

▼11日 中津高校関東ＯＢ会会費 10,000円 

▼14日 中部地方整備局副局長らとまちづくり意見交換会会費 5,000円 

▼15日 水曜会 11月定例会会費 1,000円 

▼16日 元川上村議香典 10,000円 

▼22日 中津川市議会ＯＢ会懇談会会費 7,000円 

▼25日 L1 RALLY in恵那２０１７レセプションパーティー会費 6,000円 

▼29日 医療懇談会会費 6,500円 

 

＜平成２９年１２月＞ 

▼1日 中津川記者会との懇談会会費 5,000円 

▼3日 元中津川市議香典・供花  17,350円 

▼5日 おんぽい節保存会反省会会費 1,000円 

▼14日 インバウンド事業交流会会費 6,000円 

▼20日 水曜会 12月定例会会費 1,000円 

▼21日 中津川市三師会忘年会会費 10,000円 

 

＜平成３０年１月＞ 

▼5日 中津川市農業委員会新年互礼会会費 6,000円 

▼7日 中津川北商工会新年互礼会会費 2,000円 

▼10日 東濃地域木材産業新春互礼会会費 5,000円 

▼12 日 中津川商工会議所新年互礼会会費 2,000 円、市町村長向け危機管理対応研修「ト

ップフォーラム」意見交換会会費 5,000円 

▼13 日 中津川歯科医師会新年会会費 5,000 円、陸上自衛隊第 35 普通科連隊創隊 56 周年

記念行事祝賀会会費 4,000円 

▼17日 水曜会１月定例会会費 1,000円、中津川青年会議所新年会懇談会会費 5,000円 



▼19 日 中津川観光協会新年会会費 5,000 円、中津川市交通婦人連絡協議会新年会会費 

5,000円、付知町新年会会費 2,000円 

▼23日 中津川菓子組合新年会会費 5,000円 

▼28日 新町区お日待会費 5,000円 

 

＜平成３０年２月＞ 

▼5日 農政意見交換会会費 5,000円 

▼8日 内閣府地方創生推進事務局参事官らと懇談会費 5,000円 

▼10日 学校法人恵峰学園創立 50周年記念式典祝賀会会費 5,000円 

▼13日 中津川商工会議所会員交流会会費 1,000円 

▼14日 東美濃地域就農者交流会会費 6,000円 

▼15日 中津川市旅館・ホテル同業組合懇談会会費 7,000円 

▼16日 やさか地区まちづくり懇談会会費 5,000円 

▼19日 農業農村整備事業に関する意見交換会会費 5,000円 

▼20日 2018ＦＣ岐阜キックオフパーティ会費 5,000円 

▼21日 水曜会２月定例会会費 1,000円 

▼23日 下呂・中津川広域観光振興協議会懇談会会費 5,000円 

▼26日 岐阜県観光連盟相談役らと懇談会費 5,000円 

 

＜平成３０年３月＞ 

▼4日 吉野昌孝氏旭日単光章受章記念祝賀会会費 10,000円 

▼6日 根の上高原観光保勝会懇談会会費 3,000円 

▼7日 水曜会３月定例会会費 1,000円 

▼20日 中津東地区丸山団地区長香典 10,000円 

▼23日 中津川市総合体育大会表彰式及び東濃総合体育大会優勝祝賀会会費 5,000円 

▼29日 「ＪＴの森中津川」協定延長に関する意見交換会会費 2,000円 


