
町長交際費（平成２５年４月） 

合計 ２２，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年４月１２日 5,000円 皆野・長瀞地区新規学校卒業就職者激励会祝い

金 

平成２５年４月１３日 3,000円 長瀞町グラウンドゴルフ協会総会祝い金 

平成２５年４月１９日   5,000円 長瀞観光ブドウ組合総会祝い金 

平成２５年４月１９日 3,000円 長瀞町ゲートボール協会総会祝い金 

平成２５年４月２１日 3,000円 矢那瀬共同受信テレビ組合定期総会祝い金 

                

              

 

【会 費】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年４月２０日 3,000円 小鹿野春まつり観光懇談会会費 

 



町長交際費（平成２５年５月） 

合計 ３８，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年５月 ８日 ５,000円 商工会青年部通常総会祝い金 

平成２５年５月１５日 3,000円 更生保護二団体定期総会祝い金 

平成２５年５月１７日 5,000円 秩父法人会秩北支部定時総会祝い金 

平成２５年５月１８日 3,000円 北秩父猟友会総会祝い金 

平成２５年５月２２日 5,000円 長瀞町商工会総代会及び懇親会祝い金 

平成２５年５月２４日 5,000円 長瀞町老人クラブ連合会総会祝い金 

平成２５年５月３１日 5,000円 長瀞六区会総会祝い金 

                

           

 

 

【会 費】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年５月１０日 7,000円 長瀞町消防団役員及び秩父消防署北分署員歓送

迎会会費 

 



町長交際費（平成２５年６月） 

合計 ２１，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年６月 ７日 5,000円 長瀞七草寺霊場会総会祝い金 

平成２５年６月２１日 5,000円 長瀞町青色申告会通常総会祝い金 

                

  

 

【会 費】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年６月１８日 3,000円 秩父観光協会秩父支部総会懇親会会費 

 

 

 

【その他】 

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年６月１２日 5,000円 長瀞地区官民合同水難救助訓練終了後の懇親会

寸志 

平成２５年６月１４日 3,000円 ほたる鑑賞会寸志（大木小路区） 

 



町長交際費（平成２５年７月） 

合計 ２４，０００円 

 

内訳                          

【祝い金】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年７月 １日 5,000円 秩父地域雇用対策協議会定時総会祝い金 

平成２５年７月１０日 5,000円 桜と松等を守る会発会10周年記念祝賀会祝い金 

                

 

 

【協賛金】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年７月 ９日 5,000円 2013年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 

 

 

 

【会費】  

執行日  金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年７月 ４日 1,000円 秩父郡市叙勲者連合会懇親会会費 

平成２５年７月２５日 3,000円 秩父地域基幹道路建設促進議員連盟・水と森林

を守る秩父地域議員連盟総会終了後の交流会会

費 

平成２５年７月３０日 5,000円 秩父町村議員クラブ総会後の懇親会会費 

 

 

 

 



町長交際費（平成２５年８月） 

合計 １５，０００円 

 

内訳                             

【祝い金】  

執行日   金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年８月１４日 5,000円 秩父音頭まつり祝い金 

平成２５年８月２３日 5,000円 長瀞七草寺霊場オープン法要後の懇親会祝い

金 

 

 

【その他】 

執行日   金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年８月 ４日 5,000円 ポンプ操法秩父支部大会終了後の慰労会寸志 

 



町長交際費（平成２５年１０月） 

合計 １２，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１０月２７日 3,000円 「みんなの皆野ふれあいまつり」祝い金 

                           

【会 費】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１０月１３日 2,000円 「龍勢観光祭」会費 

平成２５年１０月２５日 7,000円 全国育樹祭懇親会会費 

            

 

町長交際費（平成２５年１１月） 

合計 １５，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１１月 ３日 5,000円 長瀞町消防団特別点検終了後の懇親会祝い金 

平成２５年１１月 ４日 3,000円 熊高の森育樹祭終了後の懇親会お祝い 

平成２５年１１月１０日 5,000円 「皆野病院祭」お祝い 

 

【会 費】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１１月１０日 2,000円 「奥秩父大滝紅葉まつり」会費 

            

 



町長交際費（平成２５年１２月） 

合計 １２，０００円 

内訳 

【会 費】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１２月 ３日  2,000円 秩父夜祭観光祭懇談会会費 

平成２５年１２月 ８日 2,000円 小鹿野町・飯田鉄砲まつり「観光懇談会」会費 

 

【祝い金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１２月 ４日 5,000円 民生児童委員歓送迎会祝い金 

 

【協賛金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２５年１２月１７日 3,000円 日本国民救援会埼玉県本部年末救援統一募金 

 

 

 

 

 

 

 

 



町長交際費（平成２６年１月） 

合計 １１０，０００円 

内訳 

【祝い金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２６年 １月 １日 36,000円 各行政区新年会祝い金（3,000円×12箇所） 

平成２６年 １月 ２日 3,000円 行政区新年会祝い金 

平成２６年 １月 ４日 3,000円 行政区新年会祝い金 

平成２６年 １月 ７日 5,000円 秩父郡市医師会新年会祝い金 

平成２６年 １月 ９日 5,000円 長瀞町観光協会新年会祝い金 

平成２６年 １月１２日 5,000円 長瀞町消防団出初式終了後の新年会祝い金 

平成２６年 １月１６日 5,000円 秩北建設連合組合新年会祝い金 

平成２６年 １月２０日 5,000円 ＪＡちちぶ新年祝賀会祝い金 

平成２６年 １月２４日 5,000円 長瀞町老人クラブ連合会新年会祝い金 

平成２６年 １月２４日 5,000円 長瀞農産物直売所部会新年初顔合わせ祝い金 

平成２６年 １月２４日 5,000円 長瀞町農業委員会新年会祝い金 

平成２６年 １月２５日 5,000円 長瀞町赤十字奉仕団新年会祝い金 

平成２６年 １月２５日 5,000円 埼玉木材チップ協同組合新年会祝い金 

平成２６年 １月２６日 5,000円 秩父郡市歯科医師会新年祝賀会祝い金 

平成２６年 １月２６日 5,000円 長瀞町商工会女性部新年会祝い金 

 

 

【会 費】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２６年 １月 ６日 3,000円 長瀞町商工会賀詞交換会 会費（３名分） 

平成２６年 １月３１日 5,000円 秩父観光協会秩父支部新春懇親会会費 

 

 

 



町長交際費（平成２６年２月） 

合計 １７，０００ 円 

内訳 

 

【会 費】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２６年 ２月 ４日 7,000円 秩父旅館業協同組合新春懇親会会費 

平成２６年 ２月 ７日 10,000円 佐瀬英雄氏藍綬褒章受章祝賀会会費 

 

 

 

 

町長交際費（平成２６年３月） 

合計 ３，０００ 円 

内訳 

【祝い金】  

執行日 金額（円） 相手方・行事名等 

平成２６年 ３月２９日 3,000円 長瀞町ソフトボール協会総会会費 

 


