
平成２９年度市長交際費

支出日 行事等内容 金額（円） 支払先等

1 平成29年4月5日 静岡県消防協会田方支部情報交換会　 5,000 静岡県消防協会田方支部

2 平成29年4月15日 伊豆山神社例大祭　 5,000 伊豆山神社奉賛会

3 平成29年4月16日 網代多賀ロータリークラブ創立30周年記念式典　 10,000 網代多賀ロータリークラブ

4 平成29年4月16日 岩殿観音例大祭　 5,000 岩殿観世音

5 平成29年4月18日 熱海市防火協会懇親会　 7,000 熱海市防火協会

6 平成29年4月19日 交通指導員会懇親会　 3,000 熱海市交通指導員会

7 平成29年4月20日 撥扇塚供養祭　 5,000 熱海芸妓置屋連合組合

8 平成29年4月20日 町内会長連合会中部部会懇親会 5,000 熱海市町内会長連合会中部部会

9 平成29年4月28日 熱海をどり　 4,000 熱海芸妓置屋連合組合

10 平成29年5月17日 平成29年度熱海纏会総会　 5,000 熱海纏会

11 平成29年5月18日 熱海料飲連合会総会懇親会　 10,000 熱海飲料連合会

12 平成29年5月22日 熱海温泉ホテル旅館協同組合懇親会　 5,000 熱海温泉ホテル旅館協同組合

13 平成29年5月23日 熱海伊東青色申告会定例総会懇親会　 5,000 （一社）熱海伊東青色申告会

14 平成29年5月25日 熱海社交業組合定時総会懇親会　 8,000 熱海社交業組合

15 平成29年6月2日 市職員葬儀 10,000

16 平成29年6月5日 静岡県飲食業生活衛生同業組合熱海支部総会懇親会 10,000 静岡県飲食業生活衛生同業組合熱海支部

17 平成29年6月10日 ジャカランダサミットｉｎ熱海交流会 5,000 熱海市観光協会

18 平成29年6月14日 熱海市観光協会定時総会懇親会 5,000 熱海市観光協会

19 平成29年6月22日 熱海商工会議所平成29年度通常総会懇親会 5,000 熱海商工会議所

20 平成29年7月15日 来宮神社例大祭 5,000 来宮神社奉賛会

21 平成29年7月18日 初木神社例大祭 5,000 初島区

22 平成29年7月23日 阿治古神社例大祭 5,000 阿治古神社護持会

23 平成29年7月24日 網代ベイフェスティバル 5,000 網代ベイフェスティバル実行委員会

24 平成29年8月3日 全国Biz自治体交流大会「交流会」 4,000 ＲＯＳＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ

25 平成29年8月16日 伊豆山温泉納涼海上花火大会 5,000 網代温泉観光協会

26 平成29年8月21日 伊豆山さざえ祭りオープニングセレモニー 5,000 伊豆山温泉観光協会

27 平成29年9月10日 元市議会議員葬儀 10,000

28 平成29年9月25日 元市職員（勤続表彰者）葬儀 10,000

29 平成29年9月30日 湯前神社例大祭 5,000 湯前神社奉賛会

30 平成29年10月15日 元市職員（勤続表彰者)葬儀 10,000

31 平成29年10月19日 今宮神社例大祭 5,000 今宮神社奉賛会

32 平成29年10月25日 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会 5,000 中部地方整備局　港湾空港部

33 平成29年11月6日 伊豆半島地域サミット懇談会 10,000 ホテル沼津キャッスル

34 平成29年11月13日 熱海市町内会長連合会役員懇親会 6,000 熱海市町内会長連合会



支出日 行事等内容 金額（円） 支払先等

35 平成29年11月16日 熱海料飲連合会忘年会 10,000 熱海料飲連合会

36 平成29年11月28日 元市職員（勤続表彰者）葬儀 10,000

37 平成29年12月4日 来宮神社西部来宮講忘年懇親会 8,000 来宮神社西部来宮講

38 平成29年12月5日 熱海市文化団体連合会忘年親睦会 6,500 熱海市文化団体連合会

39 平成29年12月6日 熱海消防幹部忘年会 5,000 熱海市消防団

40 平成29年12月8日 熱海地区保護司会忘年懇親会 5,000 熱海地区保護司会

41 平成29年12月13日 熱海市町内会長連合会年末懇親会 10,000 熱海市町内会長連合会

42 平成29年12月21日 熱海市体育協会忘年会 10,000 熱海市体育協会

43 平成30年1月6日 熱海消防出初式第三分団祝賀会 10,000 熱海市消防団第三分団

44 平成30年1月7日 泉地区新春賀詞交歓会 3,000 泉三町内連合会

45 平成30年1月12日 民生委員児童委員協議会 新年懇親会 5,000 熱海市民生委員児童委員協議会

46 平成30年1月16日 熱海女性連絡会 新年懇親会 5,000 熱海女性連絡会

47 平成30年1月17日 筆塚祭 5,000 紅葉仙人筆塚保存会

48 平成30年1月19日 老人クラブ連合会 新年初顔合せ会 5,000 熱海市老人クラブ連合会

49 平成30年1月19日 交通指導員会 新年会 5,000 熱海市交通指導員会

50 平成30年1月24日 熱海菓子商工業組合 新年会 5,000 熱海菓子商工業協同組合

51 平成30年1月25日 熱海伊東青色申告会受賞祝賀会 10,000 （一社）熱海伊東青色申告会

52 平成30年1月26日 更生保護女性会 新年懇親会 5,000 熱海地区更生保護女性会

53 平成30年1月28日 熱海市自衛隊協力会創立50周年記念式典 10,000 熱海市自衛隊協力会

54 平成30年2月3日 来宮神社節分祭 5,000 来宮神社節分祭典委員会

55 平成30年2月3日 今宮神社節分祭 5,000 今宮神社節分祭典委員会

56 平成30年2月5日 元市職員（勤続表彰者）葬儀 10,000

57 平成30年2月6日
熱海睦調理師会設立40周年記念
新会長就任披露 新年懇親会

5,000 熱海睦調理師会

58 平成30年2月18日 叙勲受章祝賀会 10,000 旭日小綬章を祝う会

59 平成30年3月14日 熱海ライオンズクラブ結成60周年記念式典 10,000 熱海ライオンズクラブ

60 平成30年3月20日 第2回広域観光・交通に関する講演会･意見交換会 6,000 広域観光・交通に関する講演会事務局

395,500合　　　計


