
市長交際費執行状況 2017年4月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 4月21日 元那覇市副市長 當銘

芳二様のご令室 當銘

富子様ご逝去により喪

主様あて 

18,000円 

供花 4月22日 市政功労者 玻座真博

公様ご逝去により喪主

様あて 

15,000円 

４月 計（ 2件） 33,000円 

 

 

市長交際費執行状況 2017年5月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 5月31日 市政功労者 山田實様

ご逝去により喪主様あ

て 

45,000円 

５月 計（  1件） 45,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2017年6月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 6月8日 市政功労者 岸本吉雄

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

祝花 6月13日 ㈱読売巨人軍 久保博

様代表取締役会長就任

祝い 

22,140円 

祝花 6月13日 ㈱読売巨人軍 石井一

夫様代表取締役社長就

任祝い 

22,140円 

香典・供花 6月15日 元沖縄県知事 大田昌

秀様ご逝去により喪主

様あて 

20,000円 

激励金 6月20日 2017アジア太平洋地域

選手権大会ポニーの部

アジア代表決定戦派遣

に伴う激励金(沖縄ダイ

ヤモンドベースボール

倶楽部) 

20,000円 

香典・供花 6月29日 市政功労者  與那嶺 

貞子様ご逝去により喪

主様あて 

45,000円 

６月 計（ ６件） 174,280円 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2017年7月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 7月2日 那覇市長 城間幹子 様

の御令兄 神山 光祐 様

ご逝去により喪主様あ

て 

18,000円 

香典・供花 7月5日 市政功労者  大城立裕 

様のご令室 大城美枝子 

様ご逝去により喪主様

あて 

18,000円 

香典・供花 7月8日 市政功労者  呉屋秀信 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

激励金 7月27日 第99回全国高等学校野

球選手権大会派遣伴う

激励金(興南高等学校) 

20,000円 

香典・供花 7月28日 県指定無形文化財「沖縄

の空手・古武術」保持者 

比知屋義夫 様ご逝去に

より喪主様あて 

18,000円 

７月 計（ ５件） 119,000円 

 

 

市長交際費執行状況 2017年8月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 8月11日 市政功労者 亀島賢優 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

８月 計（  １件） 45,000円 

 

 



市長交際費執行状況 2017年9月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

激励金 9月15日 第72回九州合唱コンク

ール派遣に伴う激励金

(天久小,石嶺小,古蔵

小) 

60,000円 

土産品 9月29日 表敬時お土産返礼用 2,400円 

９月 計（  ２件） 62,400円 

 

 

市長交際費執行状況 2017年10月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 10月4日 那覇地区交通安全協会

前会長 松田安平 様ご

逝去により喪主様あて 

18,000円 

懇談会費 10月15日 第10回タイムス地域貢

献賞贈呈式・祝賀会  

2,000円 

土産品 10月30日 表敬時お土産返礼用 8,670円 

10月 計（  ３件） 28,670円 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2017年11月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 11月5日 市政功労者  前城健二 

様ご逝去により喪主様

あて 

15,000円 

香典・供花 11月7日 市政功労者 與那覇光男

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

土産品 11月8日 表敬時お土産返礼用 2,052円 

香典 11月13日 那覇市立石嶺小学校区

まちづくり協議会 中松

竹二郎 様ご逝去により

喪主様あて 

5,000円 

香典・供花 11月20日 市政功労者  友利玄雄 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

香典・供花 11月20日 市政功労者  金城眞吉 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

土産品 11月22日 表敬時お土産返礼用 14,764円 

供花 11月23日 市政功労者 安谷屋良子

様ご逝去により喪主様

あて 

15,000円 

懇談会費 11月25日 福州市一行歓迎昼食会

費 

24,500円 

11月 計（  ９件） 211,316円 

 



市長交際費執行状況 2017年12月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

懇談会費 12月10日 美ら島エアーフェスタ

2017祝賀会 

3,000円 

土産品 12月20日 表敬時お土産返礼用 3,024円 

香典・供花 12月22日 市政功労者  崎間晃  様

ご逝去により喪主様あ

て 

45,000円 

香典・供花 12月25日 市政功労者  長田紀春 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

12月 計（  ４件） 96,024円 

 

 

市長交際費執行状況 2018年1月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

懇談会費 1月11日 平成30年南部地区関係

団体合同新年懇親会 

4,000円 

香典・供花 1月12日 市政功労者  城間茂松 

様のご令室  城間博子 

様ご逝去により喪主様

あて 

18,000円 

香典・供花 1月16日 市政功労者  新垣勲  様

ご逝去により喪主様あ

て 

45,000円 

1月 計（  ３件） 67,000円 

 



市長交際費執行状況 2018年2月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 2月7日 表敬時お土産返礼用 20,152円 

香典 2月10日 市政功労者  宮里善弘 

様ご逝去により喪主様

あて 

30,000円 

供花 2月11日 市政功労者  山里勇吉 

様ご逝去により喪主様

あて 

15,000円 

激励金 2月27日 第15回全国スポーツ少

年団バレーボール交流

会派遣に伴う激励金(石

嶺バレーボールクラブ) 

20,000円 

2月 計（  ４件） 85,152円 

 

 

市長交際費執行状況 2018年3月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 3月22日 重要無形文化財「組踊」

保持者 小波本直俊 様

ご逝去により喪主様あ

て 

18,000円 

土産品 3月23日 出張に伴うお土産品 2,160円 

3月 計（  ２件） 20,160円 

 

 


