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写真は、組合構成4市町広報の最新号の表紙を飾った写真です。
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■藤里町　『赤おに登場！先生助けて～』
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 広域広報  のしろやまもと2

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　 2.1％増）

（前年比369.3％増）

海潮園運営費、長寿園運営費

地域間交流費

651,913,000円

927,000円

平成26年度予算概要

諸収入 27,304,000円（0.7％）
繰越金 500,000円（0.0％）
財産収入 58,000円（0.0％）
国庫支出金 148,187,000円（3.8％）

衛生費 1,277,147,000円（33.2％）

一般会計

特別会計

歳入

歳出

使用料及び手数料
 136,771,000円（3.6％）

教育費 164,947,000円（4.3％）

予備費 500,000円（0.0％）
公債費 46,942,000円（1.2％）

消防費 2,187,906,000円（56.9％）

分担金及び負担金
 3,532,071,000円（91.9％）

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

3,844,891,000円（前年比 13.6％増）

予算額

予算額

予算額

議会費 448,000円（0.0％）
総務費 53,846,000円（1.4％）
民生費 113,155,000円（3.0％）

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

循環型社会形成推進交付金

本部費、署費、消防施設費

●水泳ワンポイントレッスン
▷ビギナーコース（月曜）
　全く泳げない方から息継ぎがうまくいかない方
▷ステップアップコース（木曜）
　中級　クロール、背泳25ｍ完泳できる方
　上級　クロール、背泳、平泳ぎで50ｍ以上泳げる方

【時　間】 午後２時～午後２時55分
【定　員】 ビギナーコース　　　　12名（一般男女）
　　　　 ステップアップコース　15名（一般男女）

【費　用】 ６回コース 2,000円、７回コース 2,300円
【申込み】 どのコースも次の期間受付
　　　　 （申込多数の場合は抽選）

４月分 ３月10日～20日、　５月分 ４月10日
～20日、　６月分 ５月10日～20日

※300円の入館料が必要です。

■第64回おとも苑カラオケ大会
４月13日(日)午後１時～午後４時

■第65回おとも苑カラオケ大会
６月８日(日)午後１時～午後４時

■陶芸教室
毎月第２火曜日　午前10時～午後３時
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
　毎月第４土曜日　午後１時～午後４時

※講座へのお申込みは、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
【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　18人（一般男女） 
【費　用】 ３回コース　1,000円
　　　　 ４回コース　1,300円

【申込み】 どちらのコースも次の各日で受付開始
　　　　 （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
【時　間】 火曜・金曜コース　午後１時30分～と
　　　　　　　　　　　　　午後２時30分～
　　　　 夜(水曜)コース　　午後７時～午後７時55分

【定　員】 各コース　20人（一般男女）
【費　用】 各コース　1,000円、４回コース　1,300円
【申込み】 いずれのコースも次の期間受付
　　　　 （申込多数の場合は抽選）

４月分 ３月10日～20日、　５月分 ４月10日
～20日、　６月分 ５月10日～20日

おとも苑
電話 58-5295　能代市字腹鞁ノ沢19番地10

アリナス
電話 54-9200　能代市落合字下台２番地１

アリナス、おとも苑の事業
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　圏域の青少年、女性、ボランティア、身体障害者、高齢者など各層各年代が使用できる交流施設です。
　交流、展示、懇談、研修、情報交換、集会、演劇、音楽活動など幅広く誰でも気軽に使用できます。
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電話54-5300　能代市字海詠坂３番地２広域交流センター
広域圏施設をご利用ください

（単位：円）

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月 28日から 1月 3日まで）

休館日

救急車は、緊急の怪我や病気から命を守るために24時間搬送しています。
救急車の利用は年々増えており、平成25年は過去最高の3,338件（１日あたり約９件）となりました。
しかし、搬送者の約40％が入院を必要としない軽症と診断されております。
命の危機を最優先で救うために、救急車の適切な利用をお願いします。

消防本部からのお知らせ
救 急 車 利 用 の
お 願 い

※(　) 内は最大使用可能な人数
※入場料を徴収する場合の使用料は２倍、営利を目的とする場合の使用料は３倍

住宅用火災報知器
を設置しましょう ! !

能代市山本郡の設置率は89.2％です。
（平成24年11月30日現在）
火災による死者を無くすために
設置率100％を目指しましょう。

新規に住宅用火災報知機を設置された方
には設置済みシールを配布しています。
最寄りの消防署へご連絡ください。

寝室 寝室

居間
台所

階段

１日も早い設置をお願いします。

寝室・寝室がある階の階段上部義務設置

努力義務 台所・その他の居室

　救急課　電話52‐3311問合せ

予防課　電話52－3311問合せ



広域広報は環境に配慮し、古紙配合率100％の
再生紙及び大豆油インキを使用しています。
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藤里町

藤里町

能代山本広域市町村圏組合総務企画課
能代市字海詠坂３番地２　広域交流センター内
電話89－2316　FAX89－4280

発行
編集

能代山本のミニ統計
圏 域 人 口 88,244人
　【内訳】男 41,001人
　　　　女 47,243人

世 帯 数 36,260世帯
圏域面積 1,191.00㎢

（平成26年１月31日現在　住民基本台帳）

平成26年４月～６月イベント情報まや ともの ろし

日　程　4月19日(土) ～ 5月6日(火)
場　所　能代公園
問合せ　能代観光協会
　　　　電話　88－8802

日　程　4月19日(土) ～ 5月6日(火)
場　所　御所の台ふれあいパーク
問合せ　八峰町観光協会
　　　　電話　76－4100

能代公園春まつり(さくら)

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

きみまち阪桜まつり

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

きみまち阪つつじまつり

日　程　5月12日(月)
場　所　日吉神社
問合せ　日吉神社社務所
　　　　電話　54－1443

日吉神社中の申嫁見まつり

日　程　4月27日(日)
場　所　能代港中島埠頭
問合せ　能代凧保存会（角谷）
　　　　電話　52－1856

能代凧揚げ大会

日　程　5月17日(土) ～６月１日(日)
場　所　能代公園
問合せ　能代観光協会
　　　　電話　88－8802

能代公園春まつり(つつじ)

日　程　4月26日(土)
場　所　八森ぶなっこランド
問合せ　八峰町産業振興課
　　　　電話　76－4605

きのこの植菌体験教室

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

ラベンダー祭り

日　程　5月31日(土) ～ 6月1日(日)
場　所　藤里駒ヶ岳、高山、峨瓏峡他
問合せ　藤里町商工会観光振興課
　　　　電話　79－2518

第28回白神山地山開き登山＆
第38回白神山地自然観察会

日　程　６月７日(土) ～８日(日)
場　所　藤里駒ヶ岳、岳岱、田苗代湿原
問合せ　世界遺産センター活動協議会
　　　　電話　79－3001

山中１泊、ブロッコリーと
花を楽しむ

八峰町さくらまつり

日　程　5月31日(土)
場　所　八森ぶなっこランド集合
問合せ　八峰町産業振興課
　　　　電話　76－4605

世界自然遺産白神山地
「二ッ森自然観察会」

日　程　5月25日(日)
場　所　子ども館
問合せ　こどもまつり実行委員会
　　　　電話　52－6238

のしろこどもまつり

日　程　5月3日(土)
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
　　　　電話　73－5075

岩関神社ほか
　　二ツ井地域祭典

日　程　５月３日(土) ～５日(月)
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
　　　　電話　54－1449

能代カップ高校選抜
　　バスケットボール大会

日　程　4月26日(土) ～ 27日(日)
場　所　「道の駅」ふたつい
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　電話　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　5月17日(土) ～ 18日(日)
場　所　風の松原
問合せ　能代観光協会
　　　　電話　88－8802

第３回ノルディック
　　ウォーキングin白神

中央衛生処理場　電話54‐6017
能代市河戸川字西山下１番地２
毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前９時から午後４時まで

申込み
問合せ

　中央衛生処理場では、汚泥肥料の「野菜
一番」を無料でお譲りしています。
　希望する方は、肥料を入れる袋を準備し、
事前にお申し込みください。

中央衛生処理場から


