
　● ４月分

支出日 支出区分

15日 会費 15,000 円

22日 その他 4,752 円

27日 会費 6,000 円

30日 その他 10,800 円

慶弔費 8,288 円

慶弔費 14,921 円

４月分合計 59,761 円

　● ５月分

支出日 支出区分

1日 会費 6,000 円

８日 会費 6,000 円

９日 その他 4,330 円

１１日 会費 6,000 円

１７日 その他 9,504 円

１７日 その他 4,000 円

２１日 その他 7,150 円

２１日 慶弔費 6,269 円

２５日 会費 8,000 円

慶弔費 11,840 円

慶弔費 11,213 円

５月分合計 80,306 円

　● ６月分

支出日 支出区分

３日 会費 6,000 円

４日 その他 2,376 円

７日 その他 8,000 円

１３日 その他 8,000 円

１６日 その他 4,000 円

２０日 その他 6,588 円

２２日 会費 5,000 円

２８日 会費 6,000 円

慶弔費 12,432 円

6月分合計 58,396 円

【令和元年度】　支出実績　864,692円

支出金額

東海鳥取県人会総会・懇親会会費

町内お悔やみ電報（20名）

祝電（1名）及び町外お悔やみ電報（1名）

東海鳥取県人会総会・懇親会　琴浦町PR商品

瑞宝単光章受賞お祝い

支出金額

内訳

令和元年度鳥取県防衛協会会費

2019年度中国「道の駅」連絡会役員会意見交換会会費

「農事法人立子」通常総会お祝い

「全国首長連携交流会」交流懇親会費

内訳

鳥取大学前学長退任記念祝賀会会費

町長名刺

前鳥取県中部総合事務所長兼中部復興監退任感謝の集い会費

鳥取大学新体制祝賀広告料

町内お悔やみ電報（14名分）

町外お悔やみ電報（3名分）

副町長名刺

琴浦町商工会通常総会お祝い、琴浦町労務改善協議会通常総会お祝い

琴浦町観光協会総会お祝い、琴浦町ポンプ繰法大会お祝い

東伯郡ポンプ繰法大会寸志

町長名刺

鳥取県日中友好協会令和元年度総会懇親会会費

内訳 支出金額

鳥取県中部森林組合合併45周年記念事業懇談夕べの会会費

参与名刺

「別所フロンティア」総会お祝い

鳥取中部ふるさと広域連合議会行政懇談会会費

町内お悔やみ電報（21名）



　● ７月分

支出日 支出区分

５日 その他 4,227 円

１６日 その他 5,000 円

２０日 慶弔費 5,000 円

２５日 その他 5,000 円

２３日 その他 7,128 円

２４日 その他 1,480 円

２４日 会費 6,000 円

慶弔費 8,288 円

７月分合計 42,123 円

　● ８月分

支出日 支出区分

９日 会費 9,000 円

９日 その他 13,800 円

２３日 その他 10,579 円

２７日 その他 9,139 円

３０日 会費 10,000 円

３１日 会費 10,000 円

３１日 会費 6,000 円

慶弔費 11,840 円

慶弔費 2,052 円

8月分合計 82,410 円

　● ９月分

支出日 支出区分

8日 その他 4,000 円

１３日 その他 4,500 円

１６日 その他 4,180 円

１９日 その他 4,330 円

２７日 その他 2,376 円

２７日 その他 4,000 円

３０日 その他 37,050 円

慶弔費 9,472 円

9月分合計 69,908 円

支出金額

全国首長連携交流会琴浦町ＰＲ商品

鳥取県中部中小企業青年中央会令和元年度通常総会祝賀会お祝い

打吹回廊竣工記念お祝い

被爆74周年鳥取県原爆死没者追悼・平和祈念式典生花

町長名刺

内訳

支出金額

東京鳥取県人会令和元年「総会と懇親の集い」会費

ガイナーレホームタウンデー琴浦町ＰＲ商品（梨）

「鳥取県ファンの集いin関西」琴浦町PR商品（日本酒）

「鳥取県ファンの集いin関西」琴浦町PR商品（かまぼこ）

鳥取県私立学校協会あいさつ訪問お土産

鳥取県中部振興議員連盟と中部地区各関係機関との意見交換会会費

町内お悔やみ電報（14名）

内訳

内訳 支出金額

八橋４区敬老会お祝い

更別村スマート農業視察お土産

「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

「鳥取県ファンの集いin関西」会費

「一市四町元気な中部を創る議員の会」講演会・懇親会会費

町内お悔やみ電報（20名）

町外お悔やみ電報（1名）

町内お悔やみ電報（16名）

駅前通り区敬老会お祝い

交通事故犠牲者慰霊・交通安全祈念祭お供え

参与名刺

中部納税貯蓄組合連合令和元年度「中学生の税の習字・作文」琴浦町長賞

進物梨



　● １０月分

支出日 支出区分

２１日 会費 12,000 円

２３日 その他 4,840 円

２３日 会費 4,000 円

２４日 その他 6,757 円

３０日 その他 10,000 円

慶弔費 9,060 円

10月分合計 46,657 円

　● １１月分

支出日 支出区分

１日 その他 5,000 円

１日 その他 4,411 円

３日 その他 4,411 円

４日 慶弔費 26,014 円

７日 その他 8,822 円

１６日 その他 16,800 円

１９日 会費 10,000 円

２０日 会費 7,000 円

２１日 会費 10,000 円

２９日 慶弔費 11,550 円

慶弔費 15,720 円

慶弔費 10,268 円

11月分合計 129,996 円

　● １２月分

支出日 支出区分

６日 その他 8,190 円

１６日 その他 3,900 円

２６日 会費 12,000 円

慶弔費 10,872 円

12月分合計 34,962 円

内訳 支出金額

中部各市町と中部医師会との医療懇談会懇親会費（２名）

内訳 支出金額

倉吉東ロータリークラブ創立50周年記念祝賀会お祝い

八橋地区戦没者慰霊お供え（清酒）

町長名刺

中国地区の港湾を考える懇談会会費

東京鳥取県人会「令和元年総会と懇親の集い」琴浦町PR商品

東京鳥取県人会「令和元年総会と懇親の集い」名刺広告料

町内お悔やみ電報（15名）

広島鳥取県人会会費

鳥取大学創立70周年記念祝賀会費

文部科学大臣表彰受賞お祝い

受賞お祝い電報（5名）

町内お悔やみ電報（17名）

港町敬老会お祝い

叙勲お祝い

日本養魚技術養魚場ほか落成お祝い

在岡山鳥取県人会・広島鳥取県人会琴浦町PR品

在岡山鳥取県人会会費

中部ふるさと広域連合議会行政座談会会費（２名分）

町内お悔やみ電報（１８名）

内訳 支出金額

年賀はがき代

年賀状印刷代



　● １月分

支出日 支出区分

５日 その他 4,200 円

５日 その他 4,411 円

７日 会費 6,000 円

８日 慶弔費 5,000 円

１１日 慶弔費 5,000 円

１２日 その他 17,644 円

１４日 慶弔費 11,000 円

１５日 慶弔費 10,000 円

１５日 慶弔費 5,000 円

１６日 その他 4,180 円

１９日 その他 4,411 円

２６日 その他 4,074 円

２８日 その他 8,496 円

２９日 その他 4,411 円

２９日 会費 8,000 円

３１日 会費 55,000 円

慶弔費 2,094 円

慶弔費 3,144 円

慶弔費 14,496 円

1月分合計 176,561 円

　● ２月分

支出日 支出区分

４日 その他 4,180 円

５日 会費 8,000 円

７日 会費 6,000 円

９日 その他 5,940 円

９日 その他 4,400 円

１１日 その他 4,180 円

１２日 その他 4,840 円

１４日 その他 4,180 円

２０日 会費 5,000 円

２０日 会費 6,500 円

２７日 その他 4,411 円

慶弔費 10,268 円

慶弔費 944 円

２月分合計 68,843 円

内訳 支出金額

下市部落新年総会・別所部落新年町政座談会・光部落新年総会・赤碕地
区区長会新年会お年賀

旭日単光章受賞お祝い

藍綬褒章受賞祝賀会お祝い

鳥取県中部中小企業青年中央会新年祝賀会お祝い

鳥取中央琴浦西瓜生産部総会お祝い

竹内部落新年総会お年賀

琴浦町消防団出初式お祝い

中部消防局出初式祝賀会会費

倉吉商工会議所新年互礼会お祝い

鳥取県中部歯科医師会新年祝賀会お祝い

町外お悔やみ電報（１名）

町内お祝い電報（１名）

町内お悔やみ電報（２４名）

新年成美地区区長会・分館長会お年賀

中部建築工務士会赤碕支部総会お祝い

「とっとり経済交流セミナーIn関西」琴浦町PR品

赤碕エリザベスメロン生産部総会お祝い

中部地区町長と商工会正副会長との懇談会会費

鳥取県土地改良事業団体連合会総会懇親会費

一市四町元気な中部を創る議員の会懇親会費

琴浦梨生産部総会お祝い

町内お悔やみ電報（１７名）

町外お悔やみ電報（１名）

鳥取県中部建築工務士会東伯支部総会お祝い

三保部落敬老会お祝い

琴浦町酪農組合総会お祝い

町長名刺

琴浦白葱生産部総会お祝い

内訳 支出金額

琴浦ブロッコリー生産部総会お祝い

とっとり経済交流セミナーin関西会費

中部地区林業振興意見交換会会費

日本海政経懇話会年会費



　● ３月分

支出日 支出区分

２日 その他 4,411 円

その他 3,110 円

慶弔費 7,248 円

３月分合計 14,769 円

町内お悔やみ電報（１２名）

内訳 支出金額

東伯ぶどう生産組合総会お祝い

宮城県丸森町災害派遣職員あいさつお土産




