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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。

■能代市　『きみまちの風を切って 第21回きみまち二ツ井マラソン』

■藤里町　『七五三 ～健やかな成長を祈って～』

■三種町　『紅葉し始めの自然の中、健脚を競う！
～みたねマラソン大会～』　

■八峰町　『69年の歴史に誇りと感謝を抱いて
～八森中学校閉校記念式典～』　
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広域圏施設をご利用ください
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内容の紹介

能代市 藤里町

三種町 八峰町



 広域広報  のしろやまもと2

会　　　　　計 歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

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

718,417,377円

1,130,525円

650,143,945円

340,330円

68,273,432円

790,195円

平成26年度決算状況

財産収入 101,822円（0.0％）
諸収入 30,302,369円（0.8％）
繰越金 66,862,922円（1.7％）
使用料及び手数料
 146,409,357円（3.7％）

消防費
 2,169,853,863円（56.3％）
本部費、署費等

衛生費　1,304,929,985円（33.9％）

歳　入　3,957,468,470円　　歳　出　3,850,066,538円　　差　引　107,401,932円

歳入

歳出

国庫支出金 158,297,000円 （4.0％）
循環型社会形成推進交付金、緊急消防援助隊設備整備
費補助金

議会費 929,503円（0.0％）
公債費 46,940,818円（1.2％）
総務費 55,980,980円（1.5％）
民生費 107,350,386円（2.8％）
高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

教育費 164,081,003円（4.3％）
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

分担金及び負担金
 3,555,495,000円 （89.8％）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの負担金

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

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、中央衛生処理場、消防・
救急関係証明等手数料

●メタボ予防運動教室
　１月18日～３月７日の月曜日（計８回）
　午後１時30分～午後３時30分

【定　員】　12名
【費　用】　2,600円
【申　込】　12月10日～27日（定員になり次第締切）

●チャレンジスポーツ教室
２月４日～３月10日の木曜日（２月11日を除く計５回）
午前10時～午前11時30分

【定　員】16名
【費　用】1,200円
【申　込】１月10日～31日（定員になり次第締切）

●ラージボール卓球教室
３月４日～ 18日の月・金曜日

【定　員】　16名
【費　用】　1,200円
【申　込】　２月10日～29日（定員になり次第締切）

※入館料(300円)が必要です。

●第21回おとも苑歌謡教室発表会
【日　時】　１月10日(日)　午後１時～午後３時

●新春の舞と歌謡ショー
【日　時】　１月17日(日)　午後１時～午後３時

●民謡ショー
【日　時】　１月30日(土)　午後１時～午後３時

●第73回おとも苑カラオケ大会
【日　時】　２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　※１月は19日（火）
【費　用】　材料代（約900円）

●歌謡教室
【日時】毎月第４土曜日　午後１時～午後４時

※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。

●アクア体操タイム【水中運動】　※１ヵ月でひとつのコースになります
【時　間】 •火曜コース　　１月12日～３月22日の火曜日
 •金曜コース　　１月15日～３月18日の金曜日
 　各コースとも午後１時30分～と午後２時30分～
 •夜コース　　　１月13日～３月23日の水曜日
 　午後７時～午後７時50分　

【定　員】 各コース　一般男女20人
【費　用】 ３回コース　1,000円、 ４回コース　1,300円
【申　込】 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　※３ヵ月でひとつのコースとなります
•ビギナーコース　１月18日～３月14日の月曜日
　板キック、背浮き～背キック、クロール等で25ｍを目標としている方
•ステップアップコース
　クロール、背泳、平泳ぎのいずれかで50ｍを目標としている方
　•水曜コース　１月20日～３月16日の水曜日
　•木曜コース　１月21日～３月24日の木曜日（２月11日を除く）
各コースとも午後２時から午後２時50分まで

【定　員】　各コース　一般男女10名
【費　用】　2,900円
【申　込】　12月10日～20日（申込多数の場合は抽選）

●バランスボールエクササイズ　※１ヵ月でひとつのコースになります
•木曜コース　１月14日～３月24日（２月11日を除く）
　午後１時30分～午後２時30分
•金曜コース　１月15日～３月25日
　午前10時30分～午前11時30分

【定　員】各コース　一般男女18名
【費　用】３回コース　1,000円、 ４回コース　1,300円
【申　込】どちらのコースも次の各日で受付（定員になり次第締切）
　１月分：12月15日～１月９日、 ２月分：１月15日～31日、
　３月分： ２月15日～29日

おとも苑　問合せ　☎58-5295

アリナス、おとも苑の事業

一 般 会 計

特 別 会 計

アリナス　問合せ・申込み ☎54-9200
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会　　　　　計 歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

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

718,417,377円

1,130,525円

650,143,945円

340,330円

68,273,432円

790,195円

平成26年度決算状況

財産収入 101,822円（0.0％）
諸収入 30,302,369円（0.8％）
繰越金 66,862,922円（1.7％）
使用料及び手数料
 146,409,357円（3.7％）

消防費
 2,169,853,863円（56.3％）
本部費、署費等

衛生費　1,304,929,985円（33.9％）

歳　入　3,957,468,470円　　歳　出　3,850,066,538円　　差　引　107,401,932円

歳入

歳出

国庫支出金 158,297,000円 （4.0％）
循環型社会形成推進交付金、緊急消防援助隊設備整備
費補助金

議会費 929,503円（0.0％）
公債費 46,940,818円（1.2％）
総務費 55,980,980円（1.5％）
民生費 107,350,386円（2.8％）
高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

教育費 164,081,003円（4.3％）
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

分担金及び負担金
 3,555,495,000円 （89.8％）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの負担金

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

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、中央衛生処理場、消防・
救急関係証明等手数料

●メタボ予防運動教室
　１月18日～３月７日の月曜日（計８回）
　午後１時30分～午後３時30分

【定　員】　12名
【費　用】　2,600円
【申　込】　12月10日～27日（定員になり次第締切）

●チャレンジスポーツ教室
２月４日～３月10日の木曜日（２月11日を除く計５回）
午前10時～午前11時30分

【定　員】16名
【費　用】1,200円
【申　込】１月10日～31日（定員になり次第締切）

●ラージボール卓球教室
３月４日～ 18日の月・金曜日

【定　員】　16名
【費　用】　1,200円
【申　込】　２月10日～29日（定員になり次第締切）

※入館料(300円)が必要です。

●第21回おとも苑歌謡教室発表会
【日　時】　１月10日(日)　午後１時～午後３時

●新春の舞と歌謡ショー
【日　時】　１月17日(日)　午後１時～午後３時

●民謡ショー
【日　時】　１月30日(土)　午後１時～午後３時

●第73回おとも苑カラオケ大会
【日　時】　２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　※１月は19日（火）
【費　用】　材料代（約900円）

●歌謡教室
【日時】毎月第４土曜日　午後１時～午後４時

※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。

●アクア体操タイム【水中運動】　※１ヵ月でひとつのコースになります
【時　間】 •火曜コース　　１月12日～３月22日の火曜日
 •金曜コース　　１月15日～３月18日の金曜日
 　各コースとも午後１時30分～と午後２時30分～
 •夜コース　　　１月13日～３月23日の水曜日
 　午後７時～午後７時50分　

【定　員】 各コース　一般男女20人
【費　用】 ３回コース　1,000円、 ４回コース　1,300円
【申　込】 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　※３ヵ月でひとつのコースとなります
•ビギナーコース　１月18日～３月14日の月曜日
　板キック、背浮き～背キック、クロール等で25ｍを目標としている方
•ステップアップコース
　クロール、背泳、平泳ぎのいずれかで50ｍを目標としている方
　•水曜コース　１月20日～３月16日の水曜日
　•木曜コース　１月21日～３月24日の木曜日（２月11日を除く）
各コースとも午後２時から午後２時50分まで

【定　員】　各コース　一般男女10名
【費　用】　2,900円
【申　込】　12月10日～20日（申込多数の場合は抽選）

●バランスボールエクササイズ　※１ヵ月でひとつのコースになります
•木曜コース　１月14日～３月24日（２月11日を除く）
　午後１時30分～午後２時30分
•金曜コース　１月15日～３月25日
　午前10時30分～午前11時30分

【定　員】各コース　一般男女18名
【費　用】３回コース　1,000円、 ４回コース　1,300円
【申　込】どちらのコースも次の各日で受付（定員になり次第締切）
　１月分：12月15日～１月９日、 ２月分：１月15日～31日、
　３月分： ２月15日～29日

おとも苑　問合せ　☎58-5295

アリナス、おとも苑の事業

一 般 会 計

特 別 会 計

アリナス　問合せ・申込み ☎54-9200

　特別養護老人ホーム「海潮園」「長寿園」には、ショートステイ（短期入所生活介護サービス）もあります。
　要介護認定を受けている方をご家庭で介護している家族が旅行、病気や冠婚葬祭などで、一時的に介護できなく
なったときに短期間の利用ができます。
　利用する場合は居宅介護支援事業者から申し込みいただくことになります。

介護サービス費
（１日あたり）

① 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者
② 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方
③ 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、②以外の方
④ ①～③以外の方

滞在費 食　費

0
370
370
840

300
390
650

1,380

利 用 負 担 段 階

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

866801734666599

　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。

3,050
1,010
1,010

400
1,010

510

午前９時から
午後１時まで

午後１時から
午後５時まで

午後 ５ 時から
午後10時まで

午　　前 午　　後 夜　　間
冷 　 暖 　 房
１時間あたり

3,050
1,010
1,010

400
1,010

510

4,070
1,530
1,530

600
1,530

710

510
200
200
200
200
200

使　　　用　　　料

多目的ホール (300人)
第 １ 研 修 室 (  75人)
第 ２ 研 修 室 (  45人)
第 ３ 研 修 室 (  12人)
調　　　 理　　　 室
展 示 交 流 ホ ー ル

区　　　分

年末・年始広域圏施設の年末・年始の
休みのお知らせ 急病・けがのときは！

海潮園　能代市落合字大開１番地１ 　☎54－2005
長寿園　能代市字腹鞁ノ沢19番地１  ☎58－3377海潮園・長寿園（ショートステイ）

※その他、送迎サービス（片道184円）などがありますので、詳しくは施設までお問い合わせください。また、利用料金は改正になる場合があります。

（単位：円）

対象者　「要介護１～５」に認定されている方

定　員　海潮園、長寿園ともに８人

能代市字海詠坂３番地２　☎54－5300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 4日まで）

休館日

※(　) 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

■在宅当番病医院 【午前10時～午後４時】

■救急医療輪番制病院 【午前８時～翌日午前８時】

12 ／ 27(日) 楊整形外科医院
１ ／ １ (金) 能代病院
１ ／ ２ (土) 森岳温泉病院
１ ／ ３ (日) 関医院

12 ／ 29(火) 能代厚生医療センター
12 ／ 30(水) 能代山本医師会病院
12 ／ 31(木) 能代厚生医療センター
１ ／ １ (金) 能代山本医師会病院
１ ／ ２ (土) 能代厚生医療センター
１ ／ ３ (日) 能代厚生医療センター

●高齢者交流センター「おとも苑」 ☎58－5295
12月28日（月）～１月４日（月）

●広域交流センター ☎54－5300
12月28日(月) ～１月４日(月)

●スポーツリゾートセンター「アリナス」 
 ☎54－9200
12月28日(月) ～１月４日(月)

●南部清掃工場 ☎85－3225
12月27日(日)、１月１日(金) ～１月３日(日)

●北部粗大ごみ処理工場 ☎76－3903
12月27日(日)、１月１日(金) ～１月３日(日)



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 85,402人
　【内訳】男 39,651人
　　　　女 45,751人

世 帯 数 36,242世帯
圏域面積 1,191.00㎢

（平成27年10月31日現在　住民基本台帳）

平成28年１月～３月イベント情報まや ともの ろし

日　程　3月6日(日)､13日(日)､20日(日) 午前中
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

春のスポーツ教室
～屋内スポーツを楽しもう～

日　程　1月16日(土)
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

白神こだま酵母の
　　　パン･ピッザづくり

日　程　1月30日(土)
場　所　御所の台の里山
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎77－4455

あきた白神の冬をエンジョイ

日　程　3月13日(日)、20日(日)
場　所　御所の台の里山
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎77－4455

白神ガイドと
　　赤花マンサクを見よう

日　程　2月　毎週日曜日
場　所　留山
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎77－4455

スノーシューで行く冬の留山

日　程　1月24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

女性の健康アップ講座

日　程　2月20日(土) ～ 21日(日)　1泊2日
場　所　山本合名会社
問合せ　あきた白神体験センター
　　　　☎77－4455

日本酒のうんちくを学ぶ

日　程　2月中旬予定
場　所　七座山
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎73－5075

七座山かんじきトレッキング

日　程　1月～ 2月下旬予定
場　所　柳町街区公園
問合せ　能代市観光振興課
　　　　☎89－2179

柳町街区公園
　　　　イルミネーション

日　程　2月13日(土)
場　所　上町ほか
問合せ　のしろ白神ネットワーク
　　　　☎52－4617

のしろまち灯り

日　程　2月中旬予定
場　所　二ツ井町駅通り商店街
問合せ　二ツ井駅通り商店会
　　　　☎73－2051

恋文雪っこまつり

日　程　3月20日(日)
場　所　二ツ井町麻生地区
問合せ　焼山の会
　　　　☎73－4979

桜ランド焼山まと灯

日　程　2月22日(月)
場　所　二ツ井町高岩橋
問合せ　荷上場青年会
　　　　☎73－2884

高岩神社裸参り

日　程　1月1日(金)
場　所　七座山
問合せ　二ツ井山の会
　　　　☎73－5385

七座山元旦登山

日　程　1月1日(金)
場　所　太平山
問合せ　二ツ井町観光協会
　　　　☎73－5075

太平山元旦登山

日　程　2月6日(土)
場　所　三種町上岩川勝平 勝平農村公園
問合せ　勝平自治会
　　　　☎88－2701

勝平鳥追い行事

日　程　2月14日(日)
場　所　山本ふるさと文化館
問合せ　三種町教育委員会生涯学習課
　　　　☎87－2113

三種町音楽演奏会

日　程　2月27日(土)
場　所　山本ふるさと文化館
問合せ　三種町社会福祉協議会
　　　　☎72－4400

三種町地域福祉フォーラム

日　程　1月10日(日)
場　所　三種町浜田 浜田農村公園
問合せ　浜田獅子舞愛好会

大どんど焼き

日　程　3月13日(日)
場　所　横倉・水無沼
問合せ　世界遺産センター藤里館
　　　　☎79－3005

白神山地
早春の雪上トレッキング

日　程　2月11日(木祝)
場　所　藤里町営スキー場
問合せ　藤里町商工観光課内
　　　　藤里ジュニアスキー大会事務局
　　　　☎79－2115

アシックスカップ
藤里ジュニアスキー大会

日　程　1月31日、2月7日、2月14日(日)
場　所　森岳温泉36ゴルフ場
問合せ　三種町観光協会
　　　　☎85－4830

スノーモービル＆クロスカントリースキー2016
in森岳温泉36ゴルフ場

日　程　2月14日(日)
場　所　髙山
問合せ　世界遺産センター藤里館
　　　　☎79－3005

真冬の高山登山

日　程　2月上旬
場　所　峨瓏の滝
問合せ　藤里町商工会
　　　　☎79－1529

峨瓏の滝ライトアップ


