
市長交際費 平成３０年度 

＜平成３０年４月＞ 

▼2日 中津川商工会議所との市政・県政懇談会会費 5,000円 

▼5日 東地区区長会総会懇談会会費 5,000円 

▼6日 岐阜県消防長会意見交換会会費 5,000円 

▼9日 元川上村議香典 10,000円 

▼10日 Ｂ＆Ｇ財団との懇談会会費 5,000円 

▼11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 

▼12日 中津川ロータリークラブ創立 60周年記念式典会費 10,000円 

▼18日 中津川飲食業組合定期総会懇談会会費 5,000円 

▼19日 中津川市消防団歓送迎会会費 6,000円 

▼23日 付知地区官民意見交換会会費 5,000円 

▼24日 恵那地域活性化懇談会会費 7,000円 

▼25日 水曜会４月定例会会費 1,000円 

▼29日 中津川建築組合総会懇談会会費 5,000円 

▼30日 元川上村議香典 10,000円 

 

＜平成３０年５月＞ 

▼1日 中津川記者会との懇談会会費 5,000円 

▼2日 中津川建設協会通常総会懇談会会費 5,000円 

▼11日 星ヶ見創立 30周年記念式典会費 5,000円、岐阜県建築士会中津川支部定時総会懇

談会会費 5,000円 

▼14日 中津川総合飲食食品組合定期総会懇談会会費 5,000円 

▼15日 中津川観光協会通常総会懇談会会費 5,000円 

▼16日 阿木地区第７区区長香典 10,000円、水曜会５月定例会会費 1,000円 

▼18 日 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 

▼19日 滝川英明回顧展オープニングパーティ会費 5,000円 

▼21日 観光地域づくりに関する意見交換会会費 5,000円 

▼25 日 馬籠観光協会総会懇談会会費 2,000 円、付知町「おんぽい節」保存会総会懇談会

会費 1,000円 

▼26日 駐日米国大使らと懇談会費 5,400円 

▼28日 中津川警察署の異動に伴う懇談会会費 4,000円 

▼29日 中津川市文化協会交流懇談会会費 3,000円 

▼31日 中部運輸局長との観光誘客に向けた懇談会会費 6,000円 

 

 

 



＜平成３０年６月＞ 

▼2日 野田聖子先生の総務大臣就任を祝う会会費 10,000円 

▼5日 社会資本整備を考える首長の会総会懇談会会費 8,000円 

▼6日 中津川調理師会創立 60周年記念式典会費 5,000円 

▼7日 市教育委員との懇談会会費 8,000円 

▼8日 東濃地区消防連絡協議会意見交換会会費 7,000円、中津川自家用自動車組合意見交

換会会費 5,000円 

▼9日 中津川市美術家協会展オープニングパーティ会費 5,000円 

▼13日 水曜会６月定例会会費 1,000円 

▼15日 恵那農林事務所との意見交換会会費 6,000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 デンソーテンマニュファクチュアリング共栄会定時総会懇談会会費 5,000円 

▼25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 

▼29日 文京学院大学・中津川市懇談会会費 5,000円 

▼30日 ふくおかまちづくり懇談会会費 3,000円 

 

＜平成３０年７月＞ 

▼4日 中津川商工会議所相談役香典 10,000円、元山口村議香典 10,000円 

▼7日 元中津川市議香典 10,000円 

▼10日 いきいきねっと（阿木区長会）との懇談会会費 2,000円 

▼18 日 岐阜県恵那地区日韓親善協会総会懇談会会費 4,000 円、水曜会７月定例会会費 

1,000円 

▼30日 中津川ふるさと応援隊役員意見交換会会費 6,000円 

 

＜平成３０年８月＞ 

▼1日 中津川市リニアまちづくり意見交換会会費 5,000円 

▼8日 水曜会 8月定例会会費 1,000円 

▼9日 主要地方道中津川田立線改良促進期成同盟会総会懇談会会費 1,000円 

▼13日 おいでん祭鑑賞会会費 2,000円 

▼16日 東濃農業共済事務組合情報交換会会費 10,000円 

▼20日 ドラマ収録終了祝賀会会費 6,000円 

▼27日 木曽下伊那・中津川地域県際交流協議会総会懇談会会費 6,000円 

 

＜平成３０年９月＞ 

▼3日 元山口村議香典 10,000円 

▼5日 リニア時代の東海創生セミナー意見交換会会費 5,000円 

▼6日 市選挙管理委員会委員親族香典 5,000円 

▼8日 大蔵正幸氏瑞宝単光章受章祝賀会会費 6,000円 

▼12日 明治大学ファームスティ実習参加学生と受入農家交流会会費 5,000円 



▼14日 リニア中央新幹線開業に向けたまちづくり懇談会意見交換会会費 6,000円 

▼19日 水曜会９月定例会会費 1,000円 

▼21日 神坂地区第３区区長香典 10,000円、中山間地域災害防止フォーラム講師を囲んで

の意見交換会会費 8,000円 

▼26日 なごやかサロン・ぎふ 四水会９月例会会費 3,000円 

▼27日 付知町まちづくり懇談会会費 2,000円 

▼29日 元付知町収入役香典・淋見舞 20,800円 

 

＜平成３０年１０月＞ 

▼3日 元中津川市長御花料等 37,000円、三市一村議会委員会合同会議会費 6,000円 

▼6日 飯田市議会・中津川市議会交流事業会費 6,000円 

▼9日 下水道に関する意見交換会会費 6,000円 

▼17日 水曜会 10月定例会会費 1,000円 

▼20日 中津川市サッカー協会 50周年記念式典祝賀会会費 6,000円 

▼27日 東京付知会総会懇談会会費 7,000円 

 

＜平成３０年１１月＞ 

▼6日 中津川記者会・恵那記者会と恵那市長との懇談会会費 6,000円 

▼8日 企業立地に関する意見交換会会費 7,000円 

▼10日 中津川市・Ｂ＆Ｇ財団意見交換会会費 8,000円 

▼14 日 濃飛横断自動車道事業促進期成同盟会懇談会会費 9,500 円、中津川市議会ＯＢ会

懇談会会費 7,000円、水曜会 11月定例会会費 1,000円 

▼15日 東白川村長親族香典 10,000円 

▼18日 中津高校関東ＯＢ会会費 10,000円 

▼22 日 中津川市議会・南木曽町議会リニア特別委員会情報交換会会費 6,000 円、元山口

村議香典 10,000円 

▼24日 岐阜の地歌舞伎ヨーロッパ公演に係る懇談会会費 3,000円 

▼27 日 中部森林管理局国有林野等所在市町村長有志協議会連絡協議会懇談会会費 1,500

円 

▼29日 医療懇談会会費 7,000円 

 

＜平成３０年１２月＞ 

▼4日 中津川市体育協会意見交換会会費 3,000円 

▼10日 付知町おんぽい節保存会反省会会費 1,000円 

▼18日 東濃５市首長会議懇談会会費 15,332円 

▼19日 水曜会 12月定例会会費 1,000円、市教育委員との懇談会会費 6,500円 

▼20日 中津川三師会忘年会会費 10,000円 

 

 



＜平成３１年１月＞ 

▼7 日 中津川商工会議所新年互礼会会費 2,000 円、中津川市農業委員会新年互礼会会費 

6,000円 

▼8日 神坂地区第４区区長香典 10,000円 

▼10日 東濃地域木材産業新春互礼会会費 5,000円 

▼12日 中津川歯科医師会新年会会費 5,000円 

▼13日 中津川北商工会新年互礼会会費 2,000円 

▼16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 

▼18日 中津川観光協会新年会会費 5,000円 

▼22日 中津川菓子組合新年会会費 5,000円 

▼23日 馬籠観光協会新年会会費 2,000円 

▼24日 第 138回東濃飛騨市議会議長会議情報交換会会費 8,000円 

▼25日 付知町新年会会費 2,000円 

▼27日 新町区お日待会費 5,000円 

▼29日 市内最高齢者香典 10,000円 

▼30日 市議会議員親族淋見舞・香典 20,800円、元蛭川村議香典 10,000円 

 

＜平成３１年２月＞ 

▼4日 下呂市副市長親族香典 10,000円 

▼12日 中津川市旅館・ホテル同業組合懇談会会費 8,000円 

▼18日 2019ＦＣ岐阜キックオフパーティー会費 5,000円 

▼20日 市内最高齢者香典 10,000円、水曜会２月定例会会費 1,000円、やさか地区まち

づくり懇談会会費 5,400円 

▼28日 中津川商工会議所会員交流会会費 1,000円 

 

＜平成３１年３月＞ 

▼12日 根の上高原観光保勝会懇談会会費 3,000円 

▼13日 中津川市総合体育大会表彰式及び体育協会懇談会会費 5,000円 

▼20日 水曜会３月定例会会費 1,000円 

▼30日 リニア関連事業の推進に係る３市長懇談会会費 1,500円 

 


