
秘   書   係 

 

１ 市長会等 

団体名 概        要 開催状況 

全国市長会 

全国各市間の連絡協調と市政の円滑な運営及び

進展を図り、地方自治の発展に寄与するため、行財

政に関する調査研究及び国への要望等を行った。 

総会     １回 

関東支部総会 １回 

全国都市問題会議 

       １回 

東京都市長会 

各市間の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と向

上を期し、地方自治の発展に寄与するため、行財政

に関する調査研究、都への要望及び全国市長会その

他各種団体との連絡調整を行った。 

市長会議   ８回 

市長会役員会 ８回 

部会議 

（福生市所属部会） 

政策調査特別部会

４回 

厚生部会   ２回 

建設部会   １回 

東京都市区長会 

区長会とともに全国市長会を通じた国等への要

望、意見具申、その他必要な事項についての調査研

究及び連絡調整を行った。 

総会     １回 

東京都副市長会 

各市間の連絡協調を図るとともに、行政上の諸問

題の解決に向けて調査、研究及び検討を行い、市長

会へ具申した。 

全体会議   ４回 

 

２ 市長交際費 

  交際費支出の範囲等は、市行政の円滑な運営のため、市と関係機関等との協議、懇談及

び儀礼に対する交際で、市行政運営上真に必要性を有し、かつ、社会通念上妥当と認めら

れる場合に支出する。 

区         分 件 数（件） 支 出 金 額（円） 

慶 弔 費 等  96 739,200 

祝 金 8 26,000 

会 費 58 376,000 

弔 慰 金 30 337,200 

見 舞 金 0 0 

接 待 費  7 43,986 

賛 助 金 等  2 8,000 

賛 助 金 2 8,000 

協 賛 金 0 0 

そ の 他 0 0 

合         計 105 791,186 

 

前 年  度  合  計 98 636,360 
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