
１　特別職 知事 ○
副知事 －

    　 会計管理者 －
２　知事部局長 総務部長 －

危機管理部長 －
      健康政策部長 ○
      地域福祉部長 ○
      文化生活スポーツ部長 －
      産業振興推進部長 －
      商工労働部長 －
      観光振興部長 －
      農業振興部長 －

林業振興・環境部長 ○
    　 水産振興部長 －

土木部長 －
３　出先機関長 東京事務所長 －
      大阪事務所長 ○
      名古屋事務所長 －
４　知事部局以外 教育長 －

監査委員 －
      人事委員会 －
      労働委員 －
      労働委員会会長・事務局長 －

公営企業局長 －
あき総合病院　院長 －
幡多けんみん病院　院長 －

令和元年11月分　交際費支出有無一覧表 



交際費支出内訳 年月 令和元年１１月分

部局長等名称 担当課室名
秘書課

区分 支出日 支出額（円） 相手方 備考
慶弔費 R1.11.1 \16,500 高知県殉職警察職員慰霊祭 生花

R1.11.3 \8,000 武市智行氏高知県功労者表彰受賞記念祝賀会 祝金
R1.11.5 \8,000 鍛冶屋創生塾開塾祝賀会 祝金
R1.11.8 \10,000 第71回関東高知県人大懇親会 祝金
R1.11.22 \10,000 田中石灰工業(株)創業125周年記念祝賀会 祝金
R1.11.30 \10,000 丸三産業(株)香南工場竣工祝賀会 祝金
R1.11.30 \10,000 薬事功労等表彰受賞者祝賀会 祝金

小計 \72,500 －
会費

小計 \0 －
贈答費

小計 \0 －
賛助金

小計 \0 －
懇談会費

小計 \0 －
その他

小計 \0
合計 \72,500 －

知事



交際費支出内訳 年月 令和元年11月分

部局長等名称 担当課室名
健康長寿政策課

区分 支出日 支出額（円） 相手方 備考
慶弔費

小計 \0 －
会費 R1.11.18 \3,000 第25回高知県生衛業推進大会交流会 会費

R1.11.22 \12,000 福永寿則先生の厚生労働大臣表彰祝賀会 会費
R1.11.22 \12,000 野口政隆先生厚生労働大臣表彰祝賀会 会費
R1.11.29 \10,000 令和元年度薬事功労者等表彰受賞者祝賀会 会費

小計 \37,000 －
贈答費

R1.11.6 \3,000
国立療養所長島愛生園への訪問に係る
納骨堂への献花 花束代

R1.11.6 \2,160
国立療養所長島愛生園への訪問に係る
高知県人会（２名）への土産品 土産代

小計 \5,160 －
賛助金

小計 \0 －
懇談会費

小計 \0 －
その他

小計 \0
合計 \42,160 －

健康政策部長



交際費支出内訳 年月 令和元年11月分

部局長等名称 担当課室名
地域福祉政策課

区分 支出日 支出額（円） 相手方 備考
慶弔費 R1.11.18 \25,000 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 供花代

小計 \25,000 －
会費

小計 \0 －
贈答費

小計 \0 －
賛助金

小計 \0 －
懇談会費

小計 \0 －
その他

小計 \0
合計 \25,000 －

地域福祉部長



交際費支出内訳 年月 令和元年11月分

部局長等名称 担当課室名
林業環境政策課

区分 支出日 支出額（円） 相手方 備考
慶弔費

小計 \0 －
会費

小計 \0 －
贈答費

小計 \0 －
賛助金

小計 \0 －

懇談会費
R1.11.5 \5,876 一般社団法人高知県木材協会

（第54回全国木材産業振興大会に引き続く懇親会）
清酒３本

小計 \5,876 －
その他

小計 \0
合計 \5,876 －

林業振興・環境部長



交際費支出内訳 年月 令和元年11月分

部局長等名称 担当課室名
地産地消・外商課

区分 支出日 支出額（円） 相手方 備考
慶弔費 R1.11.15 9,000 令和元年度京都高知県人会総会・懇親会 祝金

R1.11.15 \10,000 酢屋龍馬祭 祝花

小計 \19,000 －
会費

小計 \0 －
贈答費

小計 \0 －
賛助金

小計 \0 －
懇談会費

小計 \0 －
その他

小計 \0
合計 \19,000 －

大阪事務所長


