
●4月分
支出日 支出区分
30日 慶弔費 13,985 円
30日 慶弔費 8,800 円

慶弔費 7,161 円
慶弔費 3,144 円
慶弔費 3,624 円

4月分合計 36,714 円

●5月分
支出日 支出区分

慶弔費 8,456 円
円

5月分合計 8,456 円

●6月分
支出日 支出区分

慶弔費 11,000 円
慶弔費 8,456 円

6月分合計 19,456 円

●7月分
支出日 支出区分
7月2日 その他 8,360 円
7月2日 その他 5,000 円
7月12日 その他 5,000 円
7月17日 会費 6,000 円
7月21日 その他 25,645 円
7月21日 その他 2,420 円
7月28日 その他 7,925 円
7月31日 慶弔費 11,000 円

慶弔費 9,060 円
７分合計 80,410 円

●8月分
支出日 支出区分

慶弔費 2,094 円
慶弔費 7,852 円

８月分合計 9,946 円

●9月分
支出日 支出区分
9月16日 その他 4,840 円
9月16日 その他 4,411 円
9月23日 その他 4,411 円
9月28日 その他 46,700 円

慶弔費 6,040 円
９月分合計 66,402 円

●10月分
支出日 支出区分
10月1日 会費 8,250 円

その他 4,411 円
慶弔費 11,476 円

10月分合計 24,137 円

町内お悔やみ電報（10名）

内訳

支出金額
町外お悔やみ電報（１名）
町内お悔やみ電報（１３名）

内訳 支出金額

支出金額
中国「道駅」連絡会総会交流会会費
ガイナーレ鳥取琴浦町ホームタウンデイ提供品（日本酒）
町内お悔やみ電報（１９名）

山形県高畠町ワイナリー視察訪問お礼
瑞宝単光章受賞お祝い

令和２年度進物梨

内訳

町長名刺
交通安全祈年祭お供え
鶏魂祭・供養祭お供え

町外お祝い電報（１名）

町内お悔やみ電報（14名）

町内お祝い電報（１名）
町内お悔やみ電報（６名）

内訳

内訳
旭日単光章受賞お祝い

【令和２年度】　支出実績　５１６，４４０円

内訳 支出金額
旭日大綬章お祝い
瑞宝単光賞お祝い

支出金額
町内お悔やみ電報（14名）

支出金額

町内お悔やみ電報（15名）

内訳 支出金額
宮城県丸森町・丸森町復興分校訪問お土産
2020年原水爆禁止国民平和大行進協力金
被爆75周年鳥取県原爆死没者追悼・平和祈念式典生花代
鳥取県防衛協会年会費
山形県高畠町訪問お土産・琴浦熱中小学校お中元
町長名刺（100枚）



●11月分
支出日 支出区分
11月2日 会費 10,000 円
11月9日 その他 4,000 円
11月10日 慶弔費 29,700 円
11月17日 その他 8,070 円
11月17日 その他 4,687 円
11月25日 その他 8,360 円

慶弔費 3,144 円
慶弔費 9,060 円

１１月分合計 77,021 円

●12月分
支出日 支出区分
12月3日 その他 3,780 円
12月15日 その他 47,500 円
12月22日 その他 7,480 円
12月22日 その他 2,100 円
12月22日 慶弔費 16,500 円
12月24日 会費 5,000 円

慶弔費 14,496 円
１２月分合計 96,856 円

●3年1月分
支出日 支出区分
1月17日 その他 4,411 円
1月17日 その他 4,411 円
1月31日 会費 55,000 円

慶弔費 604 円
慶弔費 17,516 円

１月分合計 81,942 円

●3年2月分
支出日 支出区分

慶弔費 4,228 円
2月分合計 4,228 円

●3年3月分
支出日 支出区分

慶弔費 10,872 円
3月分合計 10,872 円

内訳 支出金額
町内お悔やみ電報（18名）

中部観光推進機構研修会参加費
町内お悔やみ電報（24名）

支出金額
成美地区区長会新年会
交通安全指導員新年祈願祭
日本海政経懇話会2021年会費
町外お悔やみ電報（1名）
町内お悔やみ電報（29名）

内訳

内訳

支出金額
年賀はがき
進物　かに代

年賀状印刷代
元東伯町議会議長葬儀お供花

町長名刺(２００枚)惑星コトウラ版

町内お悔やみ電報（１５名）

内訳

中部納税貯蓄組合連合会「中学生の税についての作文・習字」琴浦町長賞

内訳

瑞宝単光章・文部科学大臣表彰お祝い（２名）
在岡山鳥取県人会総会・懇親会琴浦町PR品提供
長野県高森熱中小学校・飯田市訪問お土産
企業誘致訪問者お土産
瑞宝単光章お祝い電報

支出金額
鳥取看護大学・鳥取短期大学と地域の発展を推進する会会費

支出金額
町内お悔やみ電報（7名）


