
市長交際費執行状況 2018年4月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 4月24日 表敬時お土産返礼用 15,534円 

香典・供花 4月26日 市政功労者 渡慶次眞由 

様のご令室 渡慶次初枝 

様ご逝去により喪主様

あて 

18,000円 

４月 計（ ２件） 33,534円 

 

 

市長交際費執行状況 2018年5月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 5月1日 表敬時お土産返礼用 6,048円 

供花 5月27日 市政功労者  上原綱正 

様のご令室 上原ヨシ子 

様ご逝去により喪主様

あて 

15,000円 

５月 計（  ２件） 21,048円 

 

 

市長交際費執行状況 2018年6月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 6月3日 元那覇市助役 平良清

安様ご逝去により喪主

様あて 

16,296円 

６月 計（  １件） 16,296円 

 



市長交際費執行状況 2018年7月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

懇談会費 7月2日 第62回（2018年度）沖縄

タイムス賞贈呈式・祝賀

会 

5,000円 

香典・供花 7月20日 小禄南小学校区まちづ

くり協議会準備会会長 

山根春代様のご主人 山

根勲様ご逝去により喪

主様あて 

18,000円 

激励金 7月27日 第100回全国高等学校野

球選手県記念大会に伴

う激励金（興南高等学

校） 

20,000円 

７月 計（  ３件） 43,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2018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13日 前那覇市長 翁長雄志様

ご逝去により喪主様あ

て 

71,600円 

広告料 8月13日 前那覇市長 翁長雄志様

ご逝去に伴う新聞広告

（沖縄タイムス・琉球新

報） 

71,280円 

香典 8月22日 本市指定金融機関、株式

会社琉球銀行 取締役頭

取 川上康様のご尊父 

川上隆様ご逝去により

喪主様あて 

3,000円 

土産品 8月23日 出張に伴うお土産品 5,184円 

激励金 8月31日 第85回ＮＨＫ全国学校

音楽コンクール全国大

会に伴う激励金（石嶺小

学校） 

20,000円 

８月 計（  ５件） 171,064円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2018年9月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 9月4日 市政功労者  上原綱正 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

香典・供花 9月14日 市政功労者  大城勝男 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

土産品 9月18日 表敬時お土産返礼用 2,160円 

献花 8月23日 「辻町の女性（ジュリ）

への市長献花式」での献

花代 

5,724円 

９月 計（  ４件） 97,884円 

 

 

市長交際費執行状況 2018年10月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 10月3日 表敬時お土産返礼用 19,440円 

広告料 10月8日 前那覇市長 翁長雄志様

追悼紙面企画名刺広告 

32,400円 

香典・供花 10月22日 市政功労者 野村ハツ子 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

１０月 計（  ３件） 96,840円 

 

 



市長交際費執行状況 2018年11月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

激励金 11月6日 第6回全日本ジュニアチ

ャンピオンシップ空手

道選手権大会に伴う激

励金（世界総極真沖縄極

真会館 空田道場） 

20,000円 

香典・供花 11月16日 沖縄都市モノレール株

式会社 代表取締役 美

里義雅様のご尊父美里 

義夫様ご逝去により喪

主様あて 

18,000円 

香典・供花 11月17日 市政功労者  仲村正治 

様ご逝去により喪主様

あて 

45,000円 

香典・供花 11月19日 城間幹子 那覇市長のご

令弟 城間武彦様ご逝去

により喪主様あて 

25,000円 

激励金 11月28日 平成30年度全国中学校

体育大会 第26回全国

中学校駅伝大会に伴う

激励金（仲井真中学校） 

20,000円 

１１月 計（  ５件） 128,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2018年12月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 12月8日 市政功労者 仲本安一様

のご母堂 仲本キク様ご

逝去により喪主様あて 

15,000円 

香典・供花 12月18日 市政功労者 佐久本 政

彦様ご逝去により喪主

様あて 

45,000円 

激励金 12月25日 平成30年度 第97回全国

高等学校サッカー選手

権大会に伴う激励金（那

覇西高等学校） 

20,000円 

土産品 12月25日 表敬時お土産返礼用 7,469円 

香典・供花 12月26日 市政功労者 宮平初子様

のご令嬢 ルバース 宮

平 吟子様ご逝去により

喪主様あて 

18,000円 

１２月 計（  ５件） 105,469円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019年1月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 1月7日 元ひめゆり平和祈念資

料館館長 新垣博子様ご

逝去により喪主様あて 

15,000円 

懇談会費 1月9日 「平成31年度南部地区

関係団体合同新年懇親

会並びに第36回南部振

興会表彰式・祝賀会」会

費 

4,000円 

香典・供花 1月10日 知念覚 那覇市副市長の

ご子息 知念駿吾様 ご

逝去により喪主様あて 

45,000円 

香典・供花 1月30日 元那覇市収入役 宮平 

洋様 ご逝去により喪主

様あて 

20,000円 

土産品 1月30日 表敬時お土産返礼用 1,080円 

１月 計（  ５件） 85,080円 

 

 

市長交際費執行状況 2019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27日 表敬時お土産返礼用 9,936円 

２月 計（  １件） 9,936円 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019年3月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 3月4日 表敬時お土産返礼用 2,160円 

土産品 3月11日 出張に伴うお土産品 6,048円 

土産品 3月29日 表敬時お土産返礼用 9,936円 

３月 計（  ３件） 18,144円 

 


