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No. 日 区　分 項　目 支出金額 閲覧

1 2 会合 寸志 岩関神社祭典宵宮祭直会 3,797 市長 ○

2 3 会合 寸志 切石兜神社例大祭直会 3,800 市長 ○

3 3 会合 寸志 小掛山神社祭典直会 3,800 市長 ○

4 3 会合 寸志 銀杏山神社祭典直会 3,800 環境産業課長 ○

5 3 会合 寸志 鎧神社例大祭直会 3,797 市長 ○

6 3 会合 会費 第２６回能代カップ高校選抜バスケットボール大会歓迎レセプション 4,000 教育部長 ○

7 7 会合 寸志 平成２５年度薄井グランドゴルフ緑の会通常総会懇親会 5,000 市長 ○

8 8 会合 寸志 七座神社例大祭直会 3,796 市　長 ○

9 9 会合 寸志 平成２５年度能代地区保護司会定期総会懇親会 5,000 企画部次長 ○

10 11 会合 寸志 二ツ井町第二松寿会定期総会懇親会 5,000 市長 ○

11 14 会合 会費 能代市赤十字奉仕団平成２５年度定期総会 1,500 市長 ○

12 13 会合 寸志 平成２５年度本町通り商店会通常総会懇親会 5,000 市長 ○

13 15 会合 会費 旧料亭金勇保存利活用推進協議会総会及び贈呈式懇親会 5,000 市長 ○

14 15 贈答 贈答費 公益財団法人東日本鉄道文化財団常務理事と事業部担当者へのお土産代 3,300 － ○

15 10 弔慰 弔祭料 能代市社会福祉協議会会長　越後鐵雄氏　逝去 20,000 市長 ×

16 11 弔慰 供花 能代市社会福祉協議会会長　越後鐵雄氏　逝去 20,000 市長 ×

17 18 会合 寸志 ㈱イワイ田植え研修団ご一行歓迎交流会 5,000 地域局次長 ○

18 18 会合 寸志 ＮＰＯ法人能代市芸術文化協会新年度通常総会懇親会 5,000 教育部長 ○

19 21 会合 寸志 二ツ井・藤里地区少年保護育成委員会平成２５年度通常総会懇親会 5,000 市長 ○

20 18 会合 会費 菜の花フェスティバル・能代市二ツ井町との交流会 4,000 市長 ○

21 17 会合 会費 能代職業訓練協会通常総会懇親会 5,000 副市長 ○

22 22 会合 会費 平成２５年度二ツ井町商工会通常総代会懇親会 5,000 市長 ○

23 23 会合 会費 協同組合能代商業卸センター第３８回通常総会懇親会 7,000 市長 ○
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23 23 会合 会費 協同組合能代商業卸センター第３８回通常総会懇親会 7,000 市長 ○

24 23 会合 寸志 能代まちづくり合同会社第４回定時社員総会懇親会 5,000 市長 ○

25 24 会合 寸志 平成２５年度能代市防犯協会総会懇親会 5,000 市長 ○

26 24 会合 寸志 平成２５年度秋田県石油商業組合能代山本支部総会懇親会 5,000 環境産業部長 ○

27 25 会合 寸志 霧山天神宮例祭直会 3,570 市長 ○

28 25 会合 寸志 平成２５年度二ツ井駅通商店会通常総会懇親会 5,000 市長 ○

29 26 会合 寸志 能代西高関東同窓会・東雲会平成２５年度総会・新卒者激励会懇親会 19,372 　- ×

30 27 会合 会費 第１９回きみまちの里フェスティバル実行委員会総会懇親会 3,500 市長 ○

31 27 会合 寸志 能代ポイントカード事業協同組合第１４回通常総会懇親会 5,000 環境産業部長 ○

32 28 会合 会費 公益社団法人能代法人会第１回定時総会懇親会 5,000 副市長 ○

33 28 会合 寸志 能代市柳町商店街振興組合第３６回通常総会懇親会 5,000 環境産業部次長 ○

34 28 会合 会費 チャレンジデー大使小野喬氏との食事会 6,000 市長 ○

35 29 会合 会費 二ツ井町商業協同組合平成２５年度通常総会懇親会 5,000 市長 ○

36 - 弔慰 死亡広告 能代市功労者　関信義氏　逝去 11,812 － ×

37 25 会合 会費 霧山天神宮例祭直会 3,000 市長 ○

38 29 会合 寸志 嫁見まつり宵祭 3,860 － ×

39 30 会合 会費 平成２５年度能代港湾振興会総会懇親会 3,000 市長 ○

40 30 会合 会費 能代青色申告会平成２５年度定時総会懇親会 4,000 市長 ○

41 31 会合 会費 一般社団法人秋田県産業廃棄物協会県北支部全体会懇親会 5,000 環境産業部長 ○

42 30 会合 会費 能代市民生委員児童委員協議会交流会 4,000 副市長 ○
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