
【４月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

月合計 0件 -¥           

【５月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

5月9日 会費 北区青少年委員会ＯＢ会懇親会（教育長） 3,000¥     

5月11日 会費 日中友好促進懇談会（教育長） 3,000¥     

5月17日 会費 小学校ＰＴＡ連合会懇親会（教育長） 5,000¥     

5月24日 会費 中学校ＰＴＡ連合会懇親会（教育長） 5,000¥     

5月26日 会費 '赤羽文化センター利用団体連絡協議会創立３５周年記念祝賀会（教育長） 6,000¥     

月合計 ６件 22,000¥   

【６月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

5月29日 会費 桜会懇親会（教育長） 5,000¥     

6月5日 会費 北区立稲付中学校新校舎落成祝賀会（教育長） 6,000¥     

6月7日 会費 北区滝野川地区公立小・中学校ＰＴＡ連合会歓送迎会（教育長） 5,000¥     

6月7日 会費 東通村関係者との懇親会(教育長） 6,000¥     

月合計 ４件 22,000¥   

【7月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

6月22日 会費 北区立田端中学校新校舎落成式典祝賀会（教育長） ¥6,000

7月11日 会費 北区立西浮間小学校創立六十周年記念式典並びに祝賀会（教育長） ¥6,000

7月19日 会費 滝野川紅葉中学校十周年祝賀会（教育長） ¥6,000

月合計 ３件 ¥18,000

【8月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

7月24日 会費 東京都教育庁との懇親会（教育長） ¥10,800

8月2日 会費 北区立滝野川第二小学校創立百十周年祝賀会（教育長） ¥6,000

8月23日 会費 北区立赤羽岩淵中学校創立十周年祝賀会（教育長） ¥6,000

8月23日 会費 北区立浮間中学校創立六十周年祝賀会（教育長） ¥6,000

月合計 ４件 ¥28,800

【9月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

8月23日 会費 中学校PTA連合会教育懇談会（教育長） ¥4,000

9月7日 会費 栄町ふれあい広場（教育長） ¥2,000

9月7日 会費 昭和町ふれあい広場（教育長） ¥2,000

9月14日 会費 人間国宝奥山峰石と北区の工芸作家展懇親会（教育長） ¥5,000

月合計 ４件 ¥13,000

【10月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

9月29日 会費 栗橋　弘明氏　叙勲　旭日單光章受章を祝う会（教育長） ¥15,000

月合計 1件 ¥15,000

【11月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

10月30日 会費 北区美術展懇親会（教育長） ¥2,000

11月10日 会費 北区合唱祭懇親会（教育長） ¥3,500

11月23日 会費 北区文化陶芸展懇親会（教育長） ¥2,000

月合計 ２件 ¥7,500

【1２月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

12月6日 会費 北区私立幼稚園協会懇親会（教育長） ¥5,000

12月10日 会費 北区学校医会忘年会（教育長） ¥5,000

12月12日 会費 北区私立保育園理事長園長会年末懇談会（教育長） ¥10,000

12月19日 会費 青少年委員会反省会（教育長） ¥4,000

月合計 ５件 ¥24,000

【１月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

12月24日 会費 北区立小学校体育会創立６０周年記念祝賀会（教育長） ¥8,000

1月7日 会費 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年会（教育長） ¥5,000

1月8日 会費 昭和町地区管内三団体合同新年会（教育長） ¥3,000

1月10日 会費 北区青少年東十条地区委員会新年初顔合わせ会（教育長） ¥5,000

1月11日 会費 東京都北区医師会新年賀詞交歓会（教育長） ¥10,000

1月13日 会費 ボーイスカウト城北地区協議会新年会（教育長） ¥3,000

1月15日 会費 新生活運動推進協議会（教育長） ¥3,000

1月16日 会費 北区保護司会新年会（教育長） ¥8,000

1月17日 会費 赤羽北地区三団体合同新年会（教育長） ¥5,000

1月17日 会費 赤羽西地区三団体合同新年会（教育長） ¥6,000

1月17日 会費 北区中学校体育会新年会（教育長） ¥0

1月19日 会費 北区茶華道連盟七十周年記念祝賀会（教育長） ¥13,000

1月20日 会費 東京都行政書士会新年賀詞交歓会（教育長） ¥10,000

1月20日 会費 赤羽商店街連合会新年賀詞交歓会（教育長） ¥10,000

1月21日 会費 北区体育協会新年懇親会（教育長） ¥7,000

1月22日 弔慰 青少年委員会委員ご逝去に伴う香料（教育長） ¥10,000

1月24日 会費 東京都教育庁との懇親会（教育長） ¥11,000

1月25日 会費 北区薬剤師会新年祝賀懇親会（教育長） ¥10,000

1月25日 会費 昭和町自治会新春の集い（教育長） ¥3,000

月合計 17件 ¥130,000

【２月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

2月2日 会費 春節餃子パーティー（教育長） ¥2,000

2月4日 会費 桜会新春懇親会（教育長） ¥5,000

2月10日 会費 公明党北支部新春賀詞交歓会（教育長） ¥5,000

2月11日 会費 北区合唱連盟新年会（教育長） ¥3,500

月合計 ５件 ¥15,500

【3月分】

日付 項目 支出内容 支出金額

月合計 0件 -¥           

累計 51件 ¥295,800

北区教育委員会交際費の支出状況（令和元年度）


