
市長交際費 平成３１年度・令和元年度 

＜平成３１年４月＞ 

▼3日 中津川ライオンズクラブ結成 55周年記念式典会費 10,000円 

▼4日 中津東地区区長会総会懇談会会費 5,000円 

▼7日 きりら坂下リニューアルオープン祝花 19,000円 

▼10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 

▼13日 大河ドラマ「いだてん」出演者との懇談会会費 6,000円 

▼17日 中津川飲食業組合定期総会懇談会会費 10,000円、協同組合中津川建設協会懇談会

会費 5,000円 

▼19日 中津川記者会懇談会会費 5,400円 

▼24 日 水曜会４月定例会会費 1,000 円、千早保之氏岐阜県芸術文化奨励賞受賞祝賀会会

費 7,000円 

▼25日 乙女渓谷山開き会費 5,000円 

▼26日 中津川市姉妹都市友好推進協会懇談会会費 4,000円 

▼28日 中津川建築組合総会懇談会会費 5,000円 

▼30日 坂本地区第 12-3区区長香典 10,000円 

 

＜令和元年５月＞ 

▼9 日 中部地方整備局建政部との意見交換会会費 5,000 円、Ｂ＆Ｇ財団意見交換会会費 

5,000円 

▼10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 

▼13日 中津川総合飲食食品組合総会懇談会会費 5,000円 

▼15日 水曜会５月定例会会費 1,000円 

▼17 日 中津川市中津地区災害対策協議会総会懇談会会費 3,000 円、中津川観光協会通常

総会懇談会会費 5,000円 

▼21日 恵那地域活性化懇談会会費 7,000円 

▼22日 中津川地区交通安全協会情報交換会会費 5,000円 

▼23日 馬籠観光協会総会懇談会会費 2,000円 

▼24日 中津川中核工業団地三木会懇談会会費 5,000円 

▼27日 岐阜県恵那土木事務所・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 

6,500円 

▼28日 中津川市文化協会懇談会会費 3,000円 

▼31日 付知町おんぽい節保存会総会懇談会会費 3,000円 

 

＜令和元年６月＞ 

▼1日 元蛭川村収入役淋見舞・香典 20,800円 

▼7日 中津川自家用自動車組合意見交換会会費 5,000円 

▼11日 社会資本整備を考える首長の会総会会費 8,000円 



▼14日 中津川記者会懇談会会費 4,000円 

▼15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 

▼17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 

▼19日 水曜会６月定例会会費 1,000円、やさか地区区長会合同会議懇談会会費 5,000円 

▼24日 岐阜県職員殉職淋見舞・香典 15,800円、市教育委員との懇談会会費 7,000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 6,500円 

▼28日 東濃管工事組合通常総会懇談会会費 2,000円 

 

＜令和元年７月＞ 

▼2日 岐阜県市町村職員年金者連盟中津川支部定期総会懇談会会費 4,000円 

▼3日  防災講演会講師との懇談会会費 10,000円 

▼5日 阿木区長会との懇談会会費 2,000円 

▼6日 ふくおかまちづくり懇談会会費 3,000円 

▼13日 元山口村議香典 10,000円 

▼15日 元中津川市議会議長香典・淋見舞・供花 28,900円 

▼17日 水曜会７月定例会会費 1,000円 

▼24日 米国レスリング女子チーム歓迎レセプション会費 8,000円 

▼26日 岐阜県林政部長らとの意見交換会会費 7,000円 

▼29日 中津川ふるさと応援隊役員意見交換会会費 6,000円 

▼30日 岐阜サマー・サイエンス・スクール講師と懇談会費 10,000円、岐阜県恵那地区日

韓親善協会懇談会会費 3,000円 

▼31日 蛭川地区との意見交換会会費 5,000円 

 

＜令和元年８月＞ 

▼7日 対流・交流を生み出す中津川に向けた懇談会会費 6,000円、主要地方道中津川田立

線改良促進期成同盟会総会会費 1,000円 

▼9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 

▼12日 元市議会議員香典・供花 18,100円 

▼13日 おいでん祭鑑賞会会費 3,000円 

▼16日 東濃農業共済事務組合情報交換会会費 10,000円 

▼19日 企業誘致に関する意見交換会会費 10,000円 

▼21日 水曜会８月定例会会費 1,000円 

▼22日 中部地方整備局建政部長との意見交換会会費 5,000円 

▼26日 中津川市中津地区災害対策協議会意見交換会会費 8,000円 

▼27日 元坂下町収入役香典・淋見舞 15,400円 

▼29日 リトアニア勲功章受章祝賀会会費 10,000円 

▼30日 東濃議員懇話会会費 7,000円 

 

 



＜令和元年９月＞ 

▼2日 東京大学教授との昼食会会費 1,500円、木曽下伊那・中津川地域県際交流協議会総

会会費 6,000円 

▼11日 明治大学農学部ファームステイ研修交流会会費 7,000円 

▼12日 社会資本整備を考える首長の会意見交換会会費 10,000円 

▼13日 東濃５市首長会議懇談会会費 8,000円 

▼18日 水曜会懇談会会費 5,400円 

▼24日 森林と水について語る会会費 5,000円 

▼25日 なごやかサロン・ぎふ四水会９月例会会費 3,000円 

▼26日 元加子母村長・元加子母村議会議長香典・淋見舞・生花 33,301円 

▼27日 中津川商工会議所創立 70周年記念式典祝賀会会費 8,000円 

 

＜令和元年１０月＞ 

▼1日 木曽悠久の森管理委員会懇談会会費 6,500円 

▼5日 東京付知会総会懇談会会費 8,000円 

▼7日 県道王滝加子母付知線改良促進期成同盟会視察研修会費 1,000円、大正大学学生と

の懇談会会費 5,000円 

▼9日 水曜会 10月定例会会費 1,000円 

▼10日 医療懇談会会費 6,500円 

▼15日 元蛭川村長・助役香典・淋見舞・供花 30,900円 

▼19日 恵那市議会・中津川市議会議員交流会会費 6,650円 

▼21日 三市一村議会委員会合同会議情報交換会会費 6,000円 

▼27日 岐阜県議会議員香典・淋見舞・供花 41,000円、恵那医師会会員香典 10,000円 

 

＜令和元年１１月＞ 

▼5日 中津川商工会議所会頭と懇談会費 6,000円 

▼15日 中津川市議会ＯＢ会懇談会会費 6,000円 

▼20日 水曜会 11月定例会会費 1,000円 

▼21日 元中津川市体育協会長供花 16,500円 

▼25日 中津川市の林業振興に関する意見交換会会費 6,000円 

▼26 日 中部運輸局長との観光誘客に向けた意見交換会会費 5,000 円、元中津川市教育長 

供花 7,425円 

▼28 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 5,000

円 

▼29日 企業誘致に関する懇談会会費 5,000円 

 

＜令和元年１２月＞ 

▼4日 元坂下町議香典 10,000円 

▼5日 市特別顧問・中津川ふるさと応援隊隊長親族香典 10,000円 



▼6日 付知町おんぽい節保存会反省会会費 3,000円 

▼10日 中津川商工会議所役員らと懇談会費 5,000円 

▼12日 中津川市体育協会意見交換会会費 3,000円 

▼14日 第 33回全国中山道宿場会議大井宿大会交流会会費 9,000円 

▼18日 水曜会 12月定例会会費 1,000円 

▼19日 三師会懇談会会費 10,000円 

▼23日 元山口村議香典 10,000円 

▼25日 リニアを活用したまちづくり懇談会会費 7,000円 

▼26日 元付知町議会議長香典 10,000円 

 

＜令和２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、中津川・恵那観光フォーラム交流会会費 5,500円 

▼10日 東濃地域木材産業新春互礼会会費 5,000円 

▼11日 中津川北商工会新年互礼会会費 2,000円、中津川歯科医師会新年会会費 5,000円 

▼12日 元山口村助役・教育長香典・淋見舞 20,800円 

▼13日 新町区お日待ち会費 5,000円 

▼21日 中津川菓子組合新年会会費 5,000円 

▼24日 中津川観光協会新年会会費 5,000円、付知町新年会会費 2,000円 

▼29日 市固定資産評価審査委員会委員親族香典 5,000円 

 

＜令和２年２月＞ 

▼3日 尾張藩連携事業推進協議会懇談会会費 5,000円 

▼4日 2019年度西日本学生レスリング春季秋季リーグ戦祝勝会会費 7,000円 

▼7日 市交通安全婦人連絡協議会新年会会費 5,000円 

▼12日 市老人クラブ連合会長・元市選挙管理委員会委員長香典・供花 17,425円 

▼17日 元中津川市議香典・供花 17,425円、東濃農業共済事務組合情報交換会会費 8,000

円 

▼18 日 元市消防団長淋見舞・香典・供花 27,145 円、市旅館ホテル同業組合懇談会会費 

8,000円 

▼19日 水曜会２月定例会会費 1,000円 

▼20日 やさか地区まちづくり懇談会会費 5,000円 

▼22日 中津川センターロータリークラブ創立 45周年記念式典・祝賀式会費 10,000円 

▼26日 市議会議員親族淋見舞・香典 20,000円 

 

＜令和２年３月＞ 

▼18日 市薬剤師会会員香典 10,000円 


