
特別養護老人ホーム運営事業

能代山本ふるさと市町村圏基金

（前年比 3.7％減）

（前年比 40.9％増）

海潮園運営費、長寿園運営費

地域間交流費

627,908,000円

1,306,000円

おとも苑　問合せ　☎58-5295

平成27年度予算概要

諸収入 28,695,000円（0.8％）
繰越金 500,000円（0.0％）
財産収入 58,000円（0.0％）

衛生費 864,035,000円（24.6％）

一般会計

特別会計

歳入

歳出

使用料及び手数料
 139,941,000円（4.0％）

教育費 169,447,000円（4.9％）

予備費 500,000円（0.0％）
公債費 43,287,000（1.2％）

消防費 2,249,774,000円（64.2％）

分担金及び負担金
 3,335,232,000円（95.2％）

組合の財政状況を
お知らせします

高齢者交流センター「おとも苑」、広域交流セン
ター、スポーツリゾートセンター「アリナス」、南
部清掃工場、北部粗大ごみ処理工場及び中央衛
生処理場使用料、消防・救急関係証明等手数料

救急医療対策費、衛生総務費、南部清掃工場運営
費、北部粗大ごみ処理工場運営費、中央衛生処理
場運営費

広域交流センター運営費、スポーツリゾートセン
ター運営費

3,504,426,000円（前年比　8.9％減）

予算額

予算額

予算額

議会費 2,457,000円（0.1％）
総務費 61,571,000円（1.8％）
民生費 113,355,000円（3.2％）

能代市、藤里町、三種町、八峰町からの負担金

高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

本部費、署費、消防施設費

全く泳げない方からクロール・背泳で15～ 25ｍを
目標としている方

▷ステップアップコース（木曜日）
中級：クロール・背泳で25ｍを完泳できる方
上級：クロール・背泳・平泳ぎで50ｍ以上を目標と

している方
【時　間】 どちらのコースも午後２時～午後２時55分
【定　員】 ビギナーコース　　　　一般男女12人
　　　　 ステップアップコース　一般男女20人

【費　用】　１人　７回コース　2,300円
　　　　　　　　８回コース　2,600円

【申込み】 いずれのコースも次の期間で受付
　　　　 （申込多数の場合は抽選）

４～５月分　３月10日～ 20日、
６～７月分　５月10日～ 20日

※入館料(300円)が必要です。
■第69回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ４月12日(日)　午後１時～午後４時

■第70回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ６月14日(日)　午後１時～午後４時

■陶芸教室
【日　時】 毎月第２火曜日　午前10時～午後３時
【費　用】 材料代（約900円）
※陶芸は、土練り・成形→素焼き→本焼きという工程があり
ますので何度かおいでいただくことになります。

■歌謡教室
【日　時】 毎月第４土曜日　午後１時～午後２時30分

　　　　　 終了後、午後４時まで交流会

※お申込みは午前９時から午後９時まで受け付けております。
●バランスボールエクササイズ
※１ヵ月がひとつのコースになります
【時　間】 木曜コース　午後 １ 時30分～午後 ２ 時30分
　　　　 金曜コース　午前10時30分～午前11時30分

【定　員】 各コース　一般男女18人
【費　用】 １人　３回コース　1,000円
　　　　　　　 ４回コース　1,300円

【申込み】 いずれのコースも次の各日から受付開始
　　　　 （定員になり次第締切）

 ４月分 ３月15日、　５月分 ４月15日、
 ６月分 ５月15日

●アクア体操タイム【水中運動】
※１ヵ月がひとつのコースになります
【時　間】 火曜コース　①午後１時30分～
　　　　　　　　　　 ②午後２時30分～
　　　　 金曜コース　①午後１時30分～
　　　　　　　　　　 ②午後２時30分～
　　　　 夜コース(水曜)　午後７時～

【定　員】 各コース　一般男女２０人
【費　用】 １人　３回コース　1,000円
　　　　　　　 ４回コース　1,300円

【申込み】 前月の10日～ 20日（申込多数の場合は抽選）
●水泳ワンポイントレッスン

▷ビギナーコース（月曜日）

アリナス、おとも苑の事業
アリナス　問合せ・申込み ☎54-9200
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平成27年４月～６月イベント情報

日　程　４月18日（土）～５月10日（日）
場　所　御所の台ふれあいパーク
問合せ　八峰町観光協会
　　　　☎７６－４１００

の ろ まし や とも

八峰町さくらまつり

日　程　４月26日（日）
場　所　あきた白神体験センター周辺
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

白神ガイドと
　　　　野の花を楽しもう②

日　程　５月中旬
場　所　八森ぶなっこランド  バーベキューハウス
問合せ　八森ぶなっこランド
　　　　☎７７－３０８６

燻製づくりに挑戦

日　程　６月７日（日）
場　所　岩館　海浜プール周辺
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

日本海と友だち

日　程　６月中旬
場　所　白神ふれあい館
問合せ　八森ぶなっこランド
　　　　☎７７－３０８６

絵手紙教室

日　程　６月14日（日）
場　所　岩館　海浜プール周辺
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

親子で体験隊！
あきた白神の初夏をエンジョイ

日　程　６月下旬～７月上旬
場　所　ポンポコ山公園
問合せ　八峰町観光協会
　　　　☎７６－４１００

八峰町ラベンダーまつり

日　程　５月23日（土）～24日（日）
場　所　あきた白神体験センター周辺
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

大人の冒険クラブ

日　程　５月30日（土）
場　所　八森ぶなっこランド、二ツ森
問合せ　産業振興課
　　　　☎７６－４６０５

世界遺産白神山地  二ツ森山開き・
ミネザクラをみよう

日　程　４月19日（日）
場　所　あきた白神体験センター周辺
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

白神ガイドと
　　　　野の花を楽しもう①

日　程　４月19日（日）
場　所　あきた白神体験センター
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎７７－４４５５

あきた白神
　　　素敵な出会い応援隊

日　程　４月19日（日）
場　所　白神ふれあい館集合
問合せ　八森ぶなっこランド
　　　　☎７７－３０８６

春の三十釜散策

日　程　４月25日（土）
場　所　八森ぶなっこランド
問合せ　八森ぶなっこランド
　　　　☎７７－３０８６

きのこ植菌体験教室

日　程　５月23日（土）～24日（日）
場　所　駒ヶ岳、岳岱、田苗代湿原　ほか
問合せ　商工会観光振興課
　　　　☎７９－２５１８

第29回 白神山地山開き登山
第39回 白神山地自然観察会

日　程　６月６日（土）～７日（日）
場　所　白神岳
問合せ　世界遺産センター活動協議会
　　　　☎７９－３００５

主峰  白神岳から望む世界遺産

日　程　４月18日（土）～５月６日（水）
場　所　能代公園
問合せ　能代観光協会
　　　　☎８８－８８０２

能代公園春まつり（さくら）

日　程　５月31日（日）
場　所　日吉神社
問合せ　日吉神社社務所
　　　　☎５４－１４４３

日吉神社中の申嫁見まつり

日　程　５月３日（日）
場　所　二ツ井地域（富根・駒形地区を除く）
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎７３－５０７５

岩関神社ほか
　　　　二ツ井地域祭典

日　程　５月３日（日）～５日（火）
場　所　能代市総合体育館
問合せ　能代市バスケットボール協会
　　　　☎５４－１４４９

能代カップ高校選抜
　　　　バスケットボール大会

日　程　５月７日（木）～31日（日）
場　所　きみまち阪県立自然公園
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎７３－５０７５

きみまち阪つつじまつり

日　程　５月７日（木）～31日（日）
場　所　能代公園
問合せ　能代観光協会
　　　　☎８８－８８０２

能代公園春まつり（つつじ）

日　程　５月31日（日）
場　所　子ども館
問合せ　こどもまつり実行委員会
　　　　☎５２－６２３８

のしろこどもまつり

日　程　４月19日（日）
場　所　檜山地区
問合せ　能代観光協会
　　　　☎８８－８８０２

第５回ノルディック
ウォーキングin能代

日　程　４月20日（月）～５月６日（水）
場　所　きみまち阪県立自然公園
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎７３－５０７５

きみまち阪桜まつり

日　程　４月20日（月）～５月６日（水）
場　所　きみまち阪県立自然公園
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎７３－５０７５

手ぶらで鍋っこ

日　程　４月25日（土）～４月26日（日）
場　所　道の駅「ふたつい」
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎７３－５０７５

きみまち阪桜まつりと
うまいもの大集合in二ツ井

日　程　４月26日（日）
場　所　能代港中島埠頭
問合せ　能代凧保存会（角谷）
　　　　☎５２－１８５６

能代凧揚げ大会

日　程　５月27日（水）
場　所　三種町全域
問合せ　琴丘総合体育館
　　　　☎８７－２２２２

チャレンジデー 2015

日　程　６月28日（日）
場　所　釜谷浜
問合せ　商工観光交流課
　　　　☎８５－４８３０

ダイワスーパーバトルカップ
　　　　　　　　投　２０１５

日　程　６月下旬
場　所　じゅんさいの館　ほか
問合せ　商工観光交流課
　　　　☎８５－４８３０

森岳温泉
　　日本一じゅんさい旬まつり

日　程　６月７日（日）
場　所　房住山
問合せ　商工観光交流課
　　　　☎８５－４８３０

房住山山開き

日　程　６月上旬
場　所　ＪＲ東能代駅ホーム
問合せ　商工観光交流課
　　　　☎８５－４８３０

リゾートしらかみ乗車向け
　特産品ＰＲ（流しじゅんさい）
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