
市長交際費執行状況 2019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11日 うるま市長 島袋俊夫 

様のご母堂 島袋アキ

様 ご逝去により喪主

様あて 

19,740円 

４月 計（ １件） 19,740円 

 

 

市長交際費執行状況 2019年5月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 5月1日 元市職員 多和田真吉

様ご逝去により喪主様

あて 

15,000円 

供花 5月6日 常勤監査委員 久場健

護様のご母堂 久場ト

ミ様 ご逝去により喪

主様あて 

15,000円 

土産品 5月24日 県外出張に伴うお土産

品 

1,080円 

５月 計（  ３件） 31,080円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019年6月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

土産品 6月6日 表敬時お土産返礼用 11,880円 

祝花 6月12日 ㈱読売巨人軍 石井一

夫様代表取締役会長就

任祝い 

22,140円 

祝花 6月12日 ㈱読売巨人軍 今村司

様代表取締役社長就任

祝い 

22,140円 

６月 計（  ３件） 56,160円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019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1日 第63回 「沖縄タイムス

賞」贈呈式・祝賀会 

5,000円 

激励金 7月11日 ＪＦＡ第24回全日本Ｕ

－15女子サッカー選手

権大会に伴う激励金（ヴ

ィクサーレ沖縄ＦＣナ

ビィータユース） 

20,000円 

激励金 7月11日 ＪＦＡバーモントカッ

プ第29回全日本Ｕ－12

少年フットサル選手権

大会に伴う激励金（ヴィ

クサーレ沖縄ＦＣジュ

ニア） 

20,000円 

香典・供花 7月22日 那覇市議会議員 西中

間久枝様のご尊父 新

里宏安様、ご母堂 新里

常子様 ご逝去により

喪主様あて 

20,000円 

激励金 7月30日 第101回全国高等学校野

球選手権大会に伴う激

励金（沖縄尚学高等学

校） 

20,000円 

香典・供花 7月31日 沖縄県教育長 平敷昭

人様のご母堂 平敷サ

チ子様 ご逝去により

喪主様あて 

19,740円 

７月 計（  ６件） 104,740円 

 

 



市長交際費執行状況 2019年8月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

祝花 8月1日 読売巨人軍 原辰徳監

督通算1,000勝達成祝い 

22,140円 

土産品 8月7日 表敬時お土産返礼用 9,128円 

供花 8月10日 市政功労者 吉田久子 

様のご主人 吉田安進 

様 ご逝去により喪主

様あて 

15,000円 

供花 8月24日 市政功労者 大山日出

男様のご令室 大山か

つ江様 ご逝去により

喪主様あて 

15,000円 

供花 8月31日 市政功労者 阿波連本

勇様 ご逝去により喪

主様あて 

15,000円 

８月 計（  ５件） 76,268円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019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5日 市政功労者 宮里朝光

様 ご逝去により喪主

様あて 

45,000円 

激励金 9月25日 ガールズエイト（U-12）

サッカーフェスティバ

ル令和元年度第６回な

でしこMIYAZAKIカップ

に伴う激励金（沖縄プリ

ンセス） 

20,000円 

祝花 9月25日 読売巨人軍 セ・リーグ

優勝祝い 

22,140円 

供花 9月25日 那覇市名誉市民 尚裕 

様のご令嬢 野津圭子  

様 ご逝去により喪主

様あて 

16,200円 

９月 計（  ４件） 103,340円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長交際費執行状況 2019年10月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

激励金 10月4日 「第86回NHK全国学校音

楽コンクール全国コン

クール」および「第72回

全日本合唱コンクール

全国大会奨学生部門」に

伴う激励金（石嶺小学

校） 

20,000円 

香典・供花 10月6日 那覇市議会議員  坂井 

浩二様のご尊父 坂井 

民二様 ご逝去により

喪主様あて 

19,500円 

香典・供花 10月12日 市政功労者 城間茂松

（城間雨邨）様 ご逝去

により喪主様あて 

45,000円 

供花 10月27日 元日南市長 北川昌典 

様 ご逝去により喪主

様あて 

16,500円 

土産品 10月29日 表敬時お土産返礼用 2,160円 

10月 計（  ５件） 103,160円 

 

 

市長交際費執行状況 2019年11月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 11月14日 市職員  三藏一浩様  

ご逝去により喪主様あ

て 

18,000円 

11月 計（  １件） 18,000円 



市長交際費執行状況 2019年12月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 12月5日 市政功労者 嘉数俊子 

様 ご逝去により喪主

様あて 

46,500円 

香典・供花 12月7日 沖縄県知事 玉城康裕 

様のご母堂 玉城ヨシ 

様 ご逝去により喪主

様あて 

18,000円 

香典・供花 12月17日 市政功労者 嘉数昇明

様のご令室 嘉数和子 

様 ご逝去により喪主

様あて 

18,000円 

供花 12月30日 市政功労者  瀬良垣 

武安様 ご逝去により

喪主様あて 

15,000円 

12月 計（  ４件） 97,500円 

 

 

市長交際費執行状況 2020年1月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

供花 1月4日 市職員 宮城淳様 ご

逝去により喪主様あて 

16,500円 

懇談会費 1月9日 第37回南部振興会表彰

式・祝賀会並びに令和2

年南部地区関係団体合

同新年会 

4,000円 

土産品 1月24日 表敬時お土産返礼用 18,500円 

1月 計（  ３件） 39,000円 



市長交際費執行状況 2020年2月分 

支出目的 支出年月日 支 出 先 支出金額 

香典・供花 2月6日 市政功労者 島袋常明

様のご令室 島袋信子 

様 ご逝去により喪主

様あて 

18,000円 

激励金 2月7日 第29回春の全国小学生

ドッジボール選手権全

国大会に伴う激励金（松

島魂図） 

20,000円 

香典・供花 2月14日 市政功労者 真栄田世

行様 ご逝去により喪

主様あて 

45,000円 

供花 2月16日 市政功労者 佐久本卓

哉様 ご逝去により喪

主様あて 

15,000円 

香典・供花 2月28日 元那覇市助役 高山朝

光様のご母堂 高山ツ

ル様 ご逝去により喪

主様あて 

20,050円 

土産品 2月28日 表敬時お土産返礼用 15,900円 

2月 計（  ６件） 133,950円 

 

市長交際費執行状況 2020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2日 表敬時お土産返礼用 3,240円 

3月 計（  １件） 3,240円 

 


