
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。 内容の紹介
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能代市　『この時間が“たからもの”』

藤里町　『ジャンボソリに大興奮！～幼稚園雪まつり～』

三種町　『日本一早いかもしれない紅白歌合戦～第１回三種町紅白歌合戦～』

八峰町　『雪化粧の白瀑に映える艶やかな着物姿～八森地区厄払い～』
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2 広域広報　のしろやまもと

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

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

組合の財政状況をお知らせします平成29年度
予算概要 ● 一般会計

● 特別会計

繰 越 金　　　　５００,０００円（　０.０％）
財産収入　　　　　４７,０００円（　０.０％）
使用料及び手数料
　　　　　１４０,２１４,０００円（　４.９％）

分担金及び負担金
　　　２,７４３,４９７,０００円（９４.１％）

議 会 費　　２,５５９,０００円（　０.１％）
総 務 費　６８,３１２,０００円（　２.４％）
民 生 費　１０３,１６２,０００円（　３.５％）

衛 生 費
　　　　８５２,７８６,０００円（２９.３％）

特別養護老人ホーム運営事業　予算額　592,207,000円（前年比2.4％減）　海潮園運営費、長寿園運営費

能代山本ふるさと市町村圏基金　予算額　 2,462,000円（前年比105.5％増）　地域間交流費

予算額　2,914,679,000円（前年比14.5％減）

歳入

歳出

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

予 備 費　　　　５００,０００円（　０.０％）
公 債 費　　２７,２０４,０００円（　０.９％）
教 育 費　１７２,８２５,０００円（　５.９％）

消 防 費
　　　　１,６８７,３３１,０００円（５７.９％）
　本部費、署費、消防施設費

●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名（一般男女）

【費　用】　３回コース　1,000円、２回コース　700円

【申込み】　各コース、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

●アクア体操【水中運動】

【時　間】・火曜・金曜コース　午後１時30分～午後２時20分

※火曜・金曜コースの午後２時30分～午後３時20分およ

び夜(水曜)コースは、都合によりお休みさせていただき

ます。

【定　員】　各コース　20名（一般男女）

【費　用】　３回コース　1,000円

【申込み】　各コース、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

アリナスの事業
アリナス　問合せ・申込み　☎５４－９２００

●水泳ワンポイントレッスン

○初級コース（月曜日）

　クロール・背泳ぎの基本を習得するためのコース

　※中級コースおよび上級コースは、都合によりお休みさせていただ

きます。

【時　間】　午後２時～午後２時50分

【定　員】　10名（一般男女）

【費　用】　６回コース　2,000円

【申込み】　次の期間受付（申込多数の場合は抽選）

　　　　　４月～５月分　（２か月で１コース）３月10日～20日

　　　　　６月～７月分　（２か月で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。

諸 収 入　　３０,４２１,０００円（　１.０％）



3広域広報　のしろやまもと

１　火災件数
能代市 14件
藤里町 1件
三種町 4件
八峰町 2件
合　計 21件

２　火災による死傷者

死　 者 0名
傷　 者 1名

昭和51年以来

40年ぶりの『死者０名』

煙突・煙道
14.3％

その他
19.0％

灯火
9.5％こんろ

9.5％

たばこ
4.8％

問合せ先
広域事務局　☎89－2316

放火
4.8％

火入れ
4.8％

配線器具
9.5％

不明
14.3％

電灯・電話等の配線
9.5％

図１

３　火災種別
建　物 18件
林　野 2件
船　舶 1件

５　救急出場件数
能代市 2,200件
藤里町 162件
三種町 655件
八峰町 289件
合　計 3,306件

６　救急種別（上位３位までを抜粋）
１　急　　病 2,130件 64%
２　一般負傷 417件 13%
３　交通事故 205件 6%

４　火災原因（上位５位までを抜粋）
１ 煙突・煙道　　　3件
２ 配線器具　　　　2件
３ 電灯電線の配線　2件
４ 灯火　　　　　　2件
５ こんろ　　　　　2件
（※　図1参照）

申込み・問合せ　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～金曜日（祝日を除く）
　午前９時～午後４時まで

　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、事前に下記まで
お申し込みください。
　なお、肥料を入れる袋（1袋
15kg）の準備が必要となります。

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）への介護業務全般
勤 務 時 間　 8：30～17：15（通常）
　　　　　　 7：30～16：15（早番）
　　　　　　10：00～18：45（遅番）
　　　　　　17：00～ 9：45（夜勤）
賃　金　等　日給6,320円、期末手当年２回、夜間勤務手当、
　　　　　　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

通じてお申し込みください。

あなたも利用してみませんか
　「一人暮らしでさびしい」「話し相手がいない」「家に閉じこもり
がち」「体力がなくなった」と感じているあなた。月に３回～４回お
とも苑で楽しいひとときを過ごしてみませんか。
　バスでご自宅近くまで送迎します。血圧測定・お風呂・合唱・体
操・ゲーム・踊りなどの他、季節ごとのお出かけもあります。
　利用料は１回700円で、65歳以上の方で介護保険制度の対象となら
ない方は、どなたでもご利用になれます。
　おひとりでもお友達と一緒でもぜひ一度試し体験してみてくださ
い。ご連絡いただければ送迎します。
　スタッフ一同心よりお待ちしております。

　平成28年の火災件数は21件で、前年と比較すると８件の減少となっています。昨年は火災による死者が発生して
おらず、昭和51年以来40年ぶりのことであります。
　救急件数は3,306件で、前年と比較すると81件の増加となっています。

おとも苑の事業

中央衛生処理場から中央衛生処理場から 介護員募集

おとも苑からのご案内
生きがい活動支援サービス

おとも苑　問合せ　☎５８－５２９５

平成28年　能代山本広域消防　火災・救急件数平成28年　能代山本広域消防　火災・救急件数

お得な　　情報

※入館料(300円)が必要です。

■第79回おとも苑カラオケ大会

【日　時】　４月９日（日）　午後１時～午後４時

　　　　　　　　　　　　12時～ゲストショー（踊り等）

■第80回おとも苑カラオケ大会

【日　時】　６月11日（日）　午後１時～午後４時

　　　　　　　　　　　　12時～ゲストショー（踊り等）

■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



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
☎0185－89－2316　FAX0185－89－4280

発行
編集

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。

能代山本のミニ統計

八峰町

日　程　４月９日（日）、16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　

白神ガイドと野の花を
　　　　　　　　　楽しもう

能代市

日　程　５月８日(月)～31日(水)
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

八峰町

日　程　６月18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

日本海と友だち

能代市

日　程　４月15日（土）～５月５日（金・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　５月20日（土）
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

藤里町

日　程　６月18日(日)
場　所　岳岱自然観察教育林、田苗代湿原
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

岳岱・田苗代散策藤里町

日　程　５月27日（土）
場　所　ホテルゆとりあ藤里
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529　

春の白神山地食祭

八峰町

日　程　４月16日（日）
場　所　御所の台ふれあいパーク
問合せ　八峰町産業振興課　☎76－4605

あきた白神駅開業20周年記念
桜植樹イベント

能代市

日　程　４月20日（木）～５月７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　

きみまち阪桜まつり

能代市

日　程　４月20日（木）～５月７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　

手ぶらで鍋っこ

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

八峰町

日　程　４月22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

藤里町

日　程　６月24日（土）～25日(日)
場　所　白神岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

白神岳登山八峰町

日　程　５月27日（土）予定
場　所　八森ぶなっこランド
問合せ　八峰町産業振興課　☎76－4605　

世界自然遺産白神山地
　｢二ツ森｣登山ルート山開き能代市

日　程　４月22日（土）～23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

三種町

日　程　６月25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
　　　　　　　　　　　　2017八峰町

日　程　５月27日（土）～28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

大人の冒険クラブ(ＡＡＣ)①能代市

日　程　４月23日（日）
場　所　能代港下浜埠頭
問合せ　能代凧保存会　（会　長　納谷）☎52－7948
　　　　　　　　　　　（事務局　高田）☎54－1806

能代凧揚げ大会

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

気軽にカヌー体験藤里町

日　程　５月27日（土）～28日（日）
場　所　駒ヶ岳、岳岱、田苗代湿原ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

第31回白神山地山開き登山
第41回白神山地自然観察会能代市

日　程　４月23日（日）
場　所　中川原堤防と日吉神社特設コース
問合せ　能代観光協会　☎88－8802　

第10回 秋田白神
ノルディックウォーキングin能代

三種町

日　程　５月28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３日（水・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

藤里町

日　程　６月４日(日)
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

遺産地域を望む小岳登山

八峰町

日　程　６月11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

あきた白神の初夏をエンジョイ

能代市

日　程　５月６日(土)～28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　６月18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

三種町

日　程　５月31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2017能代市

日　程　５月３日（水・祝）～６日（土）
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

平成29年４月～６月イベント情報まや ともの ろし

八峰町

日　程　４月15日（土）～５月７日（日）
場　所　御所の台ふれあいパークほか
問合せ　八峰町観光協会　☎76－4100　

八峰町さくらまつり

藤里町

日　程　５月14日（日）
場　所　七座山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

七座山登山

八峰町

日　程　５月27日（土）
場　所　集合　八森ぶなっこランド
問合せ　八峰町産業振興課　☎76－4605

二ツ森自然観察会
　　　｢ミネザクラをみよう｣　　　　　　　　　

圏 域 人 口 83,559人
　【内訳】男 38,796人
　　　　女 44,763人

世 帯 数 36,063世帯
圏域面積 1,191.00㎢
（平成29年２月１日現在　住民基本台帳）
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