
2014年9月
第54号

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。

■能代市　『「高さ日本一」がお目見え』

■藤里町　『家族みんなで　高山温泉夏まつり』

■三種町　『～夢、そして感動を刻む～ メイン砂像制作
　　　　　　　　　　　　　　　　（7月20日釜谷浜海水浴場）』

■八峰町　『勇ましい掛け声と共に滝つぼへ ～白瀑神社例大祭～』
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広域圏施設をご利用ください
（アリナス、おとも苑）･･････････････････2

環境衛生施設からのお知らせ、
消防本部からのお知らせ･･･････････････3

のしろやまもとイベント情報･･･････････････4

内容の紹介

能代市 藤里町

三種町 八峰町
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子どもから高齢者まで、家族や団体のほか、個人でも利用で
きます。

施設：健康増進ホール、多目的ホール、創作ホール、休憩
室、浴場、研修室（洋室・和室）

費用：入館料　小学生以上　１回券300円、６回券1,530円
　　　研修室　午前８時～正午　400円（　810円）
　　　　　　　正午～午後６時　600円（1,210円）
　　　　　　　※（　）内は冷暖房使用時
●陶芸教室

日時：毎月第２火曜日　午前10時～午後３時
費用：約900円（材料代）
その他：複数の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、４時まで交流会もあります。
　　　※年２回の発表会を開催します。
●カラオケ大会
　チャンピオン大会　日時：10月19日（日）　午後１時～午後４時
　第 6 7 回 大 会　日時：12月14日（日）　午後１時～午後４時

広域圏施設をご利用ください
スポーツリゾートセンター　アリナス

高齢者交流センター　おとも苑

申込み・問合せ ☎54 – 9200

問合せ ☎58 – 5295

能代市落合字下台２番地１　開館時間：午前９時～午後９時　休館日：12月28日～１月４日

能代市字腹鞁の沢19番地10　開館時間：午前８時～午後６時　休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～１月３日

＜個人使用料金：アリーナ 200円、トレーニングルーム 300円、プール 300円、浴室 300円＞

●チャレンジスポーツ教室
ミニテニスやマレットゴルフなどのニュースポーツ
を体験できます。
10月開催
（前月申込受付）

日常動作訓練や趣味活動で、体力・健康づくりや仲
間づくりを生きがいにつなげます。

対象：能代市または山本郡に住む、おおむね65
歳以上で介護保険サービス対象外の方

　費用：１人１日　700円
　内容：午前10時　　　健康チェック、入浴など
　　　　午前11時30分　昼食（休憩）
　　　　午後 1時30分　各種生きがい活動

グラウンドゴルフ、健
康講座など

●芸能発表会
日時：12月６日（土）午後０時30分～午後３時
※月に３～４回の利用になります。
※バスで送迎します。

スポーツ講座

生きがい活動支援サービス 交流サービス

プール

トレーニングルーム

●バランスボールエクササイズ
参加者のレベルにあわせて、バランスボールでの体操を行います。
毎月開催（前月申込受付）
●メタボ予防運動教室
ウォーキング、マシントレーニング等を通じて健康維持を目指します。
10月開催（前月申込受付）

●水泳ワンポイントレッスン
参加者のレベルにあわせて、水泳技術をアドバイス
します。
11月～ 12月、１月～２月開催（前月申込受付）
●アクア体操タイム
水の浮力と抵抗力を利用した筋力トレーニングや有
酸素運動を行い、持久力や筋力を高めます。
腰や膝への負担も軽く、泳げなくても参加できます。
毎月開催（前月申込受付）

健康・体力づくりの教室やニュースポーツの普及活動を行っております。

高齢者の生きがい活動支援サービスと、年齢を問わず利用できる交流サービスを行っています。



１号炉 ２号炉

ダスト濃度
(ｇ/㎥Ｎ)

硫黄酸化物量
(㎥Ｎ/ｈ)

窒素酸化物濃度
(ｐｐｍ)

塩化水素濃度
(㎎/㎥Ｎ)

ダスト濃度
(ｇ/㎥Ｎ)

硫黄酸化物量
(㎥Ｎ/ｈ)

窒素酸化物濃度
(ｐｐｍ)

塩化水素濃度
(㎎/㎥Ｎ)

排出基準 0.08 66 250 700 0.08 70 250 700

H26.5.21測定 0.01未満 0.10 120 53 0.01未満 0.11未満 100 20

＜南部清掃工場＞
○ばい煙濃度

排ガス 単位：ng-TEQ/㎥Ｎ

測定日 結果 基準値

１号炉 H25.8.26 0.73 5

２号炉 H25.8.27 0.35 5

焼却灰 単位：ng-TEQ/ｇ

測定日 結果 基準値

１号炉 H25.8.26 0 3

２号炉 H25.8.27 0.0024 3

ばいじん 単位：ng-TEQ/ｇ

測定日 結果

１号炉 H25.8.26 1.2

２号炉 H25.8.27 1.5

○ダイオキシン類排出濃度

＜中央衛生処理場＞
○放流水水質検査 ○ばい煙濃度

ＢＯＤ ｐＨ
ＳＳ

(㎎/ℓ)
ＣＯＤ
(㎎/ℓ)

大腸菌群数
(個/ℓ)

アンモニア・アン
モニウム化合物、
亜硝酸化合物及び
硝酸化合物(㎎/㎤)

排出基準 — 5.0 ～ 9.0 120 60 3000 100

H26.7.22測定 1.0未満 8.1 2.5 5.3 0 3.9

○ダイオキシン類排出濃度

焼却炉

ダスト濃度
(ｇ/㎥Ｎ)

硫黄酸化物量
(㎥Ｎ/ｈ)

窒素酸化物濃度
(ｐｐｍ)

塩化水素濃度
(㎎/㎥Ｎ)

排出基準 0.15 12 — 700

H26.5.23測定 0.01未満 1.5 54 53

排ガス 単位：ng-TEQ/㎥Ｎ

測定日 結果 基準値

焼却炉 H26.1.16 0.066 10

焼却灰 単位：ng-TEQ/ｇ

測定日 結果 基準値

焼却炉 H26.1.16 0.00011 3

ばいじん 単位：ng-TEQ/ｇ

測定日 結果 基準値

焼却炉 H26.1.16 0.016 3
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環境衛生施設からのお知らせ
ばい煙、放流水質、ダイオキシン類の測定結果

南部清掃工場（燃えるごみ） 問合せ ☎85–3225

北部粗大ごみ処理工場（燃えないごみ・粗大ごみ）

施設使用時間　午前９時～午後４時30分

施設使用時間　午前９時～午後４時30分

9月9日は「救急の日」
9月7日㈰～13日㈯は救急医療週間です。
救急車は命を助けるために
　救急車の利用は年々増加しており、５年
連続で3,100件を超えております。
　しかし、搬送者の半数近くが入院を必要
としない軽傷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。

命のリレーはあなたから
　成人の突然死は多くが急性心筋梗塞、脳卒中です。
　心停止を予防するためには、迅速な心肺蘇生法や119番通
報が重要です。
　緊急性を判断するための知識や、正しい心肺蘇生法を身に
付けるために、救命講習を受けましょう。
　その場に居合わせたあなたの勇気と、救命に関する知識・
経験が大切な命を救います。

救急課☎52‐3368または各消防署

第４回消防美術・防火ポスターコンクール
作品募集

　秋の火災予防運動として、防火をテーマとした作品を
募集します。

応募資格　能代市山本郡内の小学生
募集内容　【消防美術】

「元気に　はたらく　消防隊！」をテーマに
消防自動車などを写生した絵

　　　　　【防火ポスター】
統一標語「もういいかい　火を消すまでは　
まあだだよ」を入れた防火に関する図案
※習っていない漢字はひらがなでも可です
が、間違いは審査対象外になります。

応募規格　四つ切り画用紙にクレヨン、水彩絵の具、ポ
スターカラー等を使用してください。
※ちぎり絵、貼り絵は審査対象外
　になります。

予防課☎52‐3312または各消防署

○生ごみは水切りを徹底してから出してください。
○ごみ焼却処理には、多額の費用がかかっています。
　お住まいの市町の資源ごみの分別に協力し、燃えるごみの減量にご協力ください。

○ビンや缶類は、市町では資源として収集しておりますので、お住まいの市町の分別収集方法を再度確認してください。
○中身が入ったままのビンや缶類は処理できないので、空にしてから出してください。
○スプレー缶やカートリッジ式ガスボンベは危険ですので、必ず大きな穴を開け、ガス抜きをしてから出してください。
○消火器やガスボンベなど爆発の危険性のあるものは処理できません。
○家電製品や文具などは、乾電池やバッテリーを抜き取ってから出してください。

環境衛生施設からのお知らせ

消防本部からのお知らせ

問合せ ☎76–3903



広域広報は環境に配慮し、古紙配合率70％の
再生紙及び大豆油インキを使用しています。
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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
☎89－2316　FAX89－4280

発行
編集

能代山本のミニ統計
圏 域 人 口 87,225人
　【内訳】男 40,507人
　　　　女 46,718人

世 帯 数 36,305世帯
圏域面積 1,191.00㎢

（平成26年７月31日現在　住民基本台帳）

平成26年 10 月～1 1 月イベント情報まや ともの ろし

日　程　10月４日(土)
場　所　ぶなっこランド集合
問合せ　八峰町産業振興課観光係
　　　　☎76－4605

二ツ森自然観察会
「つつまれてブナの白神」

日　程　10月18日(土) ～ 19日(日)
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　二ツ井地域局環境産業課
　　　　☎73－4500

きみまちの里フェスティバル
（物産販売）

日　程　10月25日(土) ～ 26日(日)
場　所　三種町琴丘総合体育館　ほか
問合せ　三種町企画政策課
　　　　☎85－4817

第９回三種町町民祭

日　程　10月４日(土) ～ 10日(金)
場　所　山本ふるさと文化会館　ほか
問合せ　第29回国民文化祭三種町実行委員会事務局
　　　　☎87－2113

第29回国民文化祭・あきた2014
「キルトフェスタｉｎみたね」

日　程　10月18日(土) ～ 19日(日)
場　所　三種町山本体育館　ほか
問合せ　第29回国民文化祭三種町実行委員会事務局
　　　　☎87－2113

第29回国民文化祭・あきた2014
「地歌舞伎の祭典」

日　程　10月25日(土) ～ 11月３日(月)
場　所　三世代交流館　ほか
問合せ　藤里町教育委員会
　　　　☎79－1327

第29回国民文化祭あきた2014
白神山地きりえの祭典

日　程　10月５日(日)
場　所　八森字水の目地内
問合せ　ＮＰＯ法人白神ネイチャー協会
　　　　☎70－4211

ブナ苗木植樹ボランティア

日　程　10月18日(土) ～ 19日(日)
場　所　森岳駅、鹿渡駅
問合せ　三種町商工観光交流課
　　　　☎85－4830

第29回国民文化祭・あきた2014記念
「ＳＬあきた路号」

日　程　10月26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

きみまち阪紅葉祭り
イベントデー

日　程　10月10日(金) ～ 11月３日(月)
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

きみまち阪紅葉まつり

日　程　10月19日(日)
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　きみまち二ツ井マラソン事務局
　　　　☎73－3221

きみまちの里フェスティバル
（マラソン）

日　程　11月１日(土) ～２日(日)
場　所　風の松原、七座山周辺
問合せ　能代観光協会
　　　　☎88－8802

第４回ノルディック
ウォーキングin白神

日　程　10月11日(土) ～ 12日(日)
場　所　能代市総合体育館
問合せ　能代市商工港湾課
　　　　☎89－2186

のしろ産業フェア2014

日　程　10月19日(日)
場　所　道の駅「ことおか」
問合せ　直売施設グリーンぴあ
　　　　☎72－2299

道の駅ことおか秋祭り

日　程　11月１日(土) ～２日(日)
場　所　能代市文化会館
問合せ　第29回国民文化祭能代市実行委員会事務局
　　　　☎73－5285

市民ミュージカルフェスティバル
手作りミュージカルで街を元気に！

日　程　10月11日(土) ～ 12日(日)
場　所　駒ヶ岳、高山、峨瓏峡　ほか
問合せ　藤里町商工会観光振興課
　　　　☎79－2518

白神山地
紅葉トレッキングツアー

日　程　11月９日(日)
場　所　小岳
問合せ　世界遺産センター活動協議会
　　　　☎79－3005

白神山地「銀細工の森」
小岳登山

日　程　10月11日(土) ～ 12日(日)
場　所　ポンポコ山公園
問合せ　はっぽう“んめもの”まつり実行委員会事務局
　　　　☎76－4100

第８回
はっぽう“んめもの”まつり

日　程　10月19日(日)
場　所　はねがわ湖水館
問合せ　三種町商工会
　　　　☎83－3010

第３回
「みたね出会いパーティー純祭」

日　程　12月25日(木)
場　所　町営スキー場
問合せ　藤里町商工観光課
　　　　☎79－2115

町営スキー場オープン

日　程　10月11日(土) ～ 12日(日)
場　所　あきた白神体験センター
問合せ　国民文化祭八峰町実行委員会事務局
　　　　☎76－2323

秋田白神
子どもの俳句フェスタ

日　程　10月25日(土) ～ 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

うまいもの大集合in二ツ井

日　程　12月31日(水)
場　所　浅内地区
問合せ　浅内なごめはぎ保存会
　　　　☎090－5353－8260

浅内なごめはぎ

日　程　10月12日(日)
場　所　能代市文化会館大ホール
問合せ　第29回国民文化祭能代市実行委員会事務局
　　　　☎73－5285

現代舞踊の祭典
石井漠から未来へ

日　程　10月25日(土) ～ 26日(日)
場　所　藤里町民体育館　ほか
問合せ　藤里町商工観光課
　　　　☎79－2115

町民祭


