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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　『雪の上でも元気に！－檜山こども冬まつり－』

■藤里町　『鬼はそと～！先生助けて～！』

■三種町　『伝統を引継ぐ「勝平鳥追い・雪中田植え」
五穀豊穣・無病息災を願う（2月6日　勝平農村公園）』

■八峰町　『白瀑をバックに記念の一枚～八森地区厄払い～』　
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内容の紹介

能代市 藤里町

三種町 八峰町



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 3.3%減）

（前年比 8.3%減）

海潮園運営費、長寿園運営費

地域間交流費

606,960,000円

1,198,000円

おとも苑　問合せ　☎58-5295

平成28年度予算概要

諸収入 29,110,000円（0.9%）
繰越金 500,000円（0.0％）
財産収入 150,000円（0.0％）

衛生費 1,136,242,000円（33.3%）

一般会計

特別会計

歳入

歳出

使用料及び手数料
 139,634,000円（4.1%）

予備費 500,000円（0.0％）
公債費 38,907,000円（1.1%）

教育費 167,721,000円（1.1%）

消防費 1,883,370,000円（55.3%）

分担金及び負担金
 3,239,535,000円（95.0%）

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

3,408,929,000円（前年比　2.7%減）

予算額

予算額

予算額

議会費 2,231,000円（0.1%）
総務費 69,678,000円（1.8%）
民生費 110,280,000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

標としている方
▷ステップアップコース（水曜コース・木曜コース）

クロール、背泳、平泳ぎのいずれかで50ｍ以上を目標
としている方

【時　間】 午後２時～午後２時50分
【定　員】 各コース　10人（一般男女）
【費　用】 ７回コース 2,300円、 ８回コース 2,600円
【申　込】 いずれのコースも次の期間受付開始
　　　　 （申込多数の場合は抽選）
　　　　 ４～５月分（２か月１コース）　３月10日～20日
　　　　 ６～７月分（２か月１コース）　５月10日～20日

※回数等が変更になる場合がありますので予めご了承ください。

※入館料(300円)が必要です。

■第74回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ４月10日(日)　午後１時～午後４時

■第75回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ６月12日(日)　午後１時～午後４時

■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
■陶芸教室
しばらくの間お休みします。

※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】 どちら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（水中運動）
【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50分

【定　員】 各コース　20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】 どのコースも次の期間受付開始
　　　　 （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

●水泳ワンポイントレッスン
▷ビギナーコース（月曜日）

全く泳げない方からクロール・背泳で15～25ｍを目

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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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 3.3%減）

（前年比 8.3%減）

海潮園運営費、長寿園運営費

地域間交流費

606,960,000円

1,198,000円

おとも苑　問合せ　☎58-5295

平成28年度予算概要

諸収入 29,110,000円（0.9%）
繰越金 500,000円（0.0％）
財産収入 150,000円（0.0％）

衛生費 1,136,242,000円（33.3%）

一般会計

特別会計

歳入

歳出

使用料及び手数料
 139,634,000円（4.1%）

予備費 500,000円（0.0％）
公債費 38,907,000円（1.1%）

教育費 167,721,000円（1.1%）

消防費 1,883,370,000円（55.3%）

分担金及び負担金
 3,239,535,000円（95.0%）

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

3,408,929,000円（前年比　2.7%減）

予算額

予算額

予算額

議会費 2,231,000円（0.1%）
総務費 69,678,000円（1.8%）
民生費 110,280,000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

標としている方
▷ステップアップコース（水曜コース・木曜コース）

クロール、背泳、平泳ぎのいずれかで50ｍ以上を目標
としている方

【時　間】 午後２時～午後２時50分
【定　員】 各コース　10人（一般男女）
【費　用】 ７回コース 2,300円、 ８回コース 2,600円
【申　込】 いずれのコースも次の期間受付開始
　　　　 （申込多数の場合は抽選）
　　　　 ４～５月分（２か月１コース）　３月10日～20日
　　　　 ６～７月分（２か月１コース）　５月10日～20日

※回数等が変更になる場合がありますので予めご了承ください。

※入館料(300円)が必要です。

■第74回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ４月10日(日)　午後１時～午後４時

■第75回おとも苑カラオケ大会
【日　時】 ６月12日(日)　午後１時～午後４時

■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
■陶芸教室
しばらくの間お休みします。

※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】 どちら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（水中運動）
【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50分

【定　員】 各コース　20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】 どのコースも次の期間受付開始
　　　　 （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

●水泳ワンポイントレッスン
▷ビギナーコース（月曜日）

全く泳げない方からクロール・背泳で15～25ｍを目

アリナス、おとも苑の事業
アリナス　問合せ・申込み ☎54-9200

消防本部からのお知らせ

中央衛生処理場　☎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

介 護 員 募 集

    これまでは入力4.8ｋＷ以下の調理器が主流でありましたが、現在は
5.8ｋＷ以下が主流となってきています。4.8ｋＷ以上5.8ｋＷ以下の調
理器において検証実験をしたところ、4.8ｋＷ以下の規制と同様でも支
障がないという結果が出たことから、5.8ｋＷ以下の調理器も追加した
ものです。

お問い合わせ　能代消防署　予防担当　☎52－3312

勤 務 場 所　特別養護老人ホーム海潮園又は長寿園
募集人員等　若干名（資格不問）  
業 務 内 容　利用者（高齢者）の介護業務全般
勤 務 時 間　08：30 ～ 17：15（通常）
　　　　　　07：30 ～ 16：15（早番）
　　　　　　10：00 ～ 18：45（遅番）
　　　　　　17：00 ～ 09：45（夜勤）
賃　金　等　日給6,320円・期末手当年２回・資格手当・

通勤手当
加入保険等　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
申込み方法　希望される方は求人票で詳細を確認し、ハロ

ーワークを通じてお申し込み下さい。

ガスグリル付こんろ

例）ドロップイン式こんろ　　　　→組込型こんろ
　 ドロップイン式グリル付こんろ →組込型グリル付こんろ

火災予防条例の一部が変わります
能代山本広域市町村圏組合火災予防条例の一部が平成28年４月１日から変わります。変更点は以下の４項目です。

    ガスグリドル付こんろが今後家庭用機器市場に流通することが予想さ
れることから、これについて火災予防条例において同一の離隔距離等を
取り決める事となりました。
※ガスグリドル付こんろとはガスこんろの下部にガスグリドル（直火
する加熱したプレート）が設けられたものです。

※ドロップイン式とは、こんろなどの機器をカウンタ（天井）上部か
ら落とし込んで設置するものです。

     ｢電気こんろ｣、｢電気レンジ｣、｢電磁誘導加熱式調理機器｣は個別に分
類し容量別離隔距離を定めていましたが、 いずれの調理器も容量別離
隔距離が同一であることから三つの機器を ｢電気調理用機器｣として統
合したものです。

焼網（線材）

グリル皿 両面焼グリル
（上火＋下火バーナ）

下火
（こんろバーナ）両面焼グリドル

（上火＋下火バーナ）
片面焼グリル
（上火バーナ）

熱板（金属製）

ガスグリドル付こんろ

お問い合わせ　能代消防署　救急課　☎52－3368

問合せ先
広域事務局　☎89－2316中央衛生処理場から

❶ ｢ガスグリル付こんろ｣と同じ項に｢ガスグリドル
　 付きこんろ｣を追加

❷ 厨房設備の｢ドロップイン式｣という表記を｢組込
　 型｣に改正

❸ 入力5.8ｋＷ以下の電磁誘導加熱式調理器を条例
　 に追加

❹ ｢電気こんろ｣、｢電気レンジ｣、｢電磁誘導加熱式調
　 理器｣を｢電気調理用機器｣に統合

　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。

救急車の適正利用のお願い

本当に必要な人が救急車を利用できるように、住民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　近年、全国で救急車の出場件数が急増しています。能代山本では平成
27年中3,225件（1日平均約９件）の出場があり、実際に医療機関へ搬送さ
れた人数は3,031人で、そのうち約40％が入院を必要としない軽症と診断
されております。
　119番通報で救急車を要請すると、最も現場に近い救急車が出場し、最
寄りの救急車が出場中の場合は、その次に近い救急車が出場します。緊急
性のない救急要請が多くなると、救急車が到着するまで時間は長くなり、1分1秒を争う救急活動の障害になります。平成27年の
能代山本管内では、通報から現場到着まで平均7.7分を要し、10年前より約1分長くなっています。限られた救急車を適正に運用
する為には皆様のご協力が必要です。
　※ＡＥＤ（電気ショック）が1分遅れる毎に社会復帰率は7～10％低下すると言われています。
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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。

能代市

日　程　4月3日(日)
場　所　檜山崇徳館
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58‒3101

檜山茶手揉み体験

能代市

日　程　5月3日(火・祝) ～ 5日(木・祝)
場　所　能代球場
問合せ　能代市野球協会実行委員会

山田久志サブマリンスタジアム 
 リニューアルオープン記念高等学校交流試合

能代市

日　程　5月3日(火・祝) ～ 5日(木・祝)
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　☎54‒4888
　　　　能代バスケミュージアム　 ☎88‒8876

能代カップ 
 高校選抜バスケットボール大会

能代市

日　程　5月6日(金) ～ 29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)

能代市

日　程　5月6日(金) ～ 31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　☎73‒5075

きみまち阪つつじまつり

能代市

日　程　5月25日(水)
場　所　日吉神社
問合せ　能代観光協会　☎88‒8802

日吉神社中の申嫁見まつり

能代市

日　程　5月25日(水)
場　所　市内全域
問合せ　のしろチャレンジデー実行委員会　☎73‒3221

のしろチャレンジデー 2016

八峰町

日　程　4月16日(土) ～ 5月8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

八峰町さくらまつり

八峰町

日　程　4月23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

きのこの植菌体験教室

八峰町

日　程　5月28日(土)
場　所　八森ぶなっこランド
問合せ　八峰町産業振興課観光係　☎76‒4605

世界自然遺産白神山地 
 ｢二ツ森ルート｣山開き

三種町

日　程　5月25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 2016 三種町

日　程　6月26日(日)
場　所　釜谷浜
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85‒4830

ダイワスーパーバトルカップ投げ 
 2016

三種町

日　程　平成28年度(〆切平成29年2月末)
場　所　三種町全域
問合せ　三種町観光協会　☎85‒4830

三種三十六景フォトコンテスト 
 2016

三種町

日　程　6月上旬
場　所　ＪＲ東能代駅ホーム
問合せ　三種町観光協会　☎85‒4830

リゾートしらかみ乗客向け 
 流しじゅんさい

三種町

日　程　5月29日(日)
場　所　ぼうじゅ館
問合せ　三種町観光協会　☎85‒4830

房住山山開き

能代市

日　程　5月29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

藤里町

日　程　5月28日(土) ～ 29日(日)
場　所　駒ヶ岳、岳岱、田苗代湿原ほか
問合せ　藤里町商工会観光振興課　☎79‒2518

第30回白神山地山開き登山 
第40回白神山地自然観察会

藤里町

日　程　6月5日(日)
場　所　小岳
問合せ　世界遺産センター活動協議会　☎79‒3005

遺産地域を望む小岳登山

藤里町

日　程　6月25日(土) ～ 26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

あこがれの白神岳登山！

能代市

日　程　5月下旬又は6月上旬予定
場　所　未定
問合せ　能代観光協会　☎88‒8802

食彩人の夕べ・集い

能代市

日　程　6月19日(日)予定
場　所　檜山崇徳館
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58‒3101

第6回 檜山茶フェスティバル

能代市

日　程　6月19日(日)
場　所　米代川
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73‒5075

米代川カヌーイベント

能代市

日　程　6月～ 10月まで
場　所　七座神社付近の米代川
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73‒5075

気軽にカヌー体験

能代市

日　程　4月16日(土) ～ 5月5日(木・祝)
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)

能代市

日　程　4月20日(水) ～ 5月5日(木・祝)
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

能代市

日　程　4月20日(水) ～ 5月5日(木・祝)
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

能代市

日　程　4月23日(土) ～ 24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

能代市

日　程　4月24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

能代市

日　程　4月24日(日)
場　所　風の松原
問合せ　能代観光協会　☎88‒8802

第8回 秋田白神 
ノルディックウォーキングin能代

能代市

日　程　4月下旬予定
場　所　能代工業団地交流会館
問合せ　東能代地域まちづくり協議会　☎58‒3100

第7回 
東能代桜並木フェスティバル

能代市

日　程　5月上旬予定
場　所　多宝院
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58‒3101

檜山桜まつり

能代市

日　程　5月3日(火・祝)
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

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 85,075人
　【内訳】男 39,504人
　　　　女 45,571人

世 帯 数 36,148世帯
圏域面積 1,191.00㎢

（平成28年１月31日現在　住民基本台帳）

平成28年４月～６月イベント情報まや ともの ろし


