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2 広域広報　のしろやまもと

消防本部からのお知らせ消防本部からのお知らせ

救急車の適正利用のお願い！救急車の適正利用のお願い！

環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ

問合せ　消防本部　救急課　☎52－3368

問合せ　☎89－2426

救急車は大切な命を守るため２４時間対応します。
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。

＜南部清掃工場＞
○ばい煙濃度

○ダイオキシン類排出濃度

○ダイオキシン類排出濃度

※平成12年１月15日以前に建設された焼却炉では、排出濃度が基準値を超える場合でも、薬剤処理（キレート処理等）によって溶出しないよう化学
　的に安定した状態にする方法などが適正な処理として認められています。

※平成29年度より、沈殿槽処理水を海域放流から能代市公共下水道への排出に移行しています。

ばい煙、放流水質、ダイオキシン類の測定結果

  ダスト濃度 硫黄酸化物量 窒素酸化物濃度 塩化水素濃度 ダスト濃度 硫黄酸化物量 窒素酸化物濃度 塩化水素濃度
  (ｇ/㎥Ｎ) (㎥Ｎ/ｈ) (ｐｐｍ) (㎎/㎥Ｎ) (ｇ/㎥Ｎ) (㎥Ｎ/ｈ) (ｐｐｍ) (㎎/㎥Ｎ)
 排出基準 0.08 68 250 700 0.08 69 250 700
 H30.5.15測定 0.01未満 0.11未満 86 10 0.01未満 0.09未満 81 23

１号炉

排ガス 単位：ng-TEQ/㎥Ｎ

２号炉

焼却灰 ばいじん
単位：ng-TEQ/ｇ

  測定日 結果 基準値
 焼却炉 H30.1.19 0.057 10

排ガス 単位：ng-TEQ/㎥Ｎ

＜中央衛生処理場＞
○放流水水質検査
       
  

ｐＨ 
ＢＯＤ ＳＳ 鉱油類含有量 　  よう素消費量 大腸菌群数

   (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) 　 　 (㎎/ℓ) (個/㎤)　
      
 排出基準 5を超え9未満 600未満 600未満 5 30 380未満 220未満 3000
 H30.6.8測定 7.5 7.2 27.0 2.0未満 2.0未満 5.8 32.0 10

       

   　　　　　　　焼却炉

  ダスト濃度 硫黄酸化物 窒素酸化物濃度 塩化水素濃度

  (ｇ/㎥Ｎ) (㎥Ｎ/ｈ) (ｐｐｍ) (㎎/㎥Ｎ)

 排出基準 0.15 12 - 700

 H30.5.1測定 0.01未満 1.1 57 54

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
(㎎/ℓ)

○ばい煙濃度

　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
29年中に3,380件（１日平均9.3件）の出場があり、過去最高の件数と
なりました。実際に医療機関へ搬送された人数は3,140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秒を争う救急活動に支障が及びます。平成29年の能代山
本管内では、通報から現場到着まで平均7.8分を要しています。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。

  測定日 結果 基準値
 １号炉 H29.9.6 0.018 5
 ２号炉 H29.9.6 0.51 5

  測定日 結果 基準値 測定日 結果 基準値
 １号炉 H29.9.6 0.0014 3 H29.9.6 1.4 3
 ２号炉 H29.9.6 0.0000075 3 H29.9.6 0.8 3

焼却灰 ばいじん
単位：ng-TEQ/ｇ

  測定日 結果 基準値 測定日 結果 基準値
 焼却炉 H30.1.19 0.0056 3 H30.1.19 0.011 3

動植物
油脂類含有量
(㎎/ℓ)



3広域広報　のしろやまもと

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 申込み・問合せ　☎54－9200
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

＜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＞

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。
スポーツ講座

アリナスのここが良くなった情報

トレーニングルーム

プール

●チャレンジスポーツ教室
ミニテニスやユニカールなどのニュー
スポーツを体験できます。
10月開催（前月申込受付）

●水泳ワンポイントレッスン
クロール・背泳の基本をアドバイスします。
11月～12月開催（前月受付申込）
●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（前月受付申込）

その他に、駐車場の路面補修と白線塗装を行い安全に駐車できます。
更に研修室のカーテンを交換し、軽運動、踊り、研修がより気持ち良くできる環境となりました。
年明けには女子サウナ室もリニューアルオープンする予定です！お楽しみに。

●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～12月開催（前月申込受付）

高齢者交流センター　おとも苑 申込み・問合せ　☎58－5295
能代市字腹鞁ノ沢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

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。

広域交流センターからのお知らせ広域交流センターからのお知らせ

生きがい活動支援サービス

交流サービス

●芸能発表会
　日時：10月６日(土)　午後０時30分～午後３時

●陶芸教室
　日時：10月11日(木)　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、４時まで交流会。
●カラオケ大会
　カラオケチャンピオン大会　日時：10月21日(日)
　　　　　　　　　　　　　 　 午後１時～午後４時
　第87回カラオケ大会　日時：12月９日(日)
　　　　　　　　　　　　　 　 午後１時～午後４時

ランニングコースに網戸増設で
心地良い汗を！

ランニングマシーン１台を更新して
快適に運動を！

支柱カバーが新しくなり安全にアタック！

第一研修室のテー
ブルをキャスター
付に更新しました。
準備・片付けが容易
になりました。ぜひ
ご利用を‼

問合せ　☎54－5300



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
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広域広報は環境にやさしい植物油インキを
使用しています。

能代山本のミニ統計

八峰町

日　程　10月６日(土)
場　所　集合　白神ふれあい館
問合せ　ＮＰＯ法人白神ネイチャー協会　☎70－4211　

世界自然遺産白神山地自然観察会
「来よう！黄葉 二ツ森へ」 藤里町

日　程　10月13日(土)～1４日(日)
場　所　藤里町
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115　

世界自然遺産シンポジウム
＆フードマーケットフェス

八峰町

日　程　10月６日（土）～７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（八峰町観光協会）
　　　　☎76－4100　

第12回
はっぽう"んめもの"まつり 藤里町

日　程　10月13日(土)～14日(日)
場　所　藤里駒ヶ岳､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　

【エコツアー】
白神山地紅葉トレッキングツアー

八峰町

日　程　10月７日(日)
場　所　集合　あきた白神体験センター
問合せ　ＮＰＯ法人白神ネイチャー協会　☎70－4211　

植樹ボランティア 能代市

日　程　10月14日(日)
場　所　七座山麗周回コース
問合せ　能代観光協会　☎88－8802　

第13回秋田白神
ノルディックウォーキングin能代

藤里町

日　程　10月７日(日)～８日(月・祝)
場　所　藤里駒ケ岳縦走、小岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

三種町

日　程　10月中旬
場　所　房住山
問合せ　株式会社さんばりお　☎87－4311　

秋の房住山登山

藤里町

日　程　10月７日(日)～14日(日)
場　所　藤里町
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115　

秋の白神ウィーク 能代市

日　程　10月20日(土)～21日(日)
場　所　二ツ井町総合体育館・サブアリーナ
問合せ　能代市環境産業課　☎73－4500　

きみまちの里
フェスティバル(物産販売)

能代市

日　程　10月10日(水)～11月４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　

きみまち阪紅葉まつり

三種町

日　程　10月20日(土)～21日(日)
場　所　三種町琴丘総合体育館
問合せ　事務局（三種町企画政策課内）　☎85－4817　

三種町民祭能代市

日　程　10月10日(水)～11月４日(日)
場　所　きみまち阪第一広場
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　10月21日(日)
場　所　二ツ井町総合体育館（スタート・ゴール）
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課　☎73－3221　

きみまちの里
フェスティバル(マラソン)

藤里町

日　程　10月13日(土)
場　所　ホテルゆとりあ藤里
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529　

2018　白神山地食祭 藤里町

日　程　10月21日(日)
場　所　岳岱自然観察教育林
問合せ　白神山地世界遺産センター(藤里館)
　　　　活動協議会　☎79－3005　

白神山地フィールドミュージアム
@岳岱自然観察教育林

能代市

日　程　10月13日(土)～14日(日)
場　所　能代市総合体育館
問合せ　のしろ産業フェア実行委員会
　　　　（能代市商工港湾課）　☎89－2186　

のしろ産業フェア2018 藤里町

日　程　10月21日(日)
場　所　素波里園地
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529　

第36回素波里紅葉まつり

能代市

日　程　11月11日(日)
場　所　二ツ井伝承ホール
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課　☎73－5285　

藤里町

日　程　11月３日(土・祝)
場　所　田苗代湿原
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

子ども民俗芸能発表会

能代市

日　程　11月３日(土・祝)～４日(日)
場　所　きみまち阪第一広場ほか（予定）
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

【エコツアー】ヤマボラ！&ネイチャーウォーク
貴重な湿原を守ろう！

能代市

日　程　11月４日(日)
場　所　きみまち阪第一広場
問合せ　連合会事務局（米川）　☎75－2422　

能代市民俗芸能連合会
合同発表会

藤里町

日　程　11月４日(日)
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

【エコツアー】白神山地随一の眺めと
晩秋の銀細工の森

藤里町

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

藤里町営スキー場オープン（予定）

能代市

日　程　12月31日(月)
場　所　浅内地区
問合せ　浅内なごめはぎ保存会　☎080－3556－2823（保坂）　

浅内なごめはぎ

平成30年10月～12月イベント情報まや ともの ろし

藤里町

日　程　10月27日(土)～28日(日)
場　所　藤里町民体育館＆総合開発センター
問合せ　藤里町民祭実行委員会（藤里町商工観光課）　☎79－2115　

2018藤里町民祭
白神のふるさとまつり

三種町

日　程　10月21日(日)
場　所　三種町琴丘総合体育館
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85－4830　

消費者行政推進事業講演会
　　　　　　マギー司郎氏

【エコツアー】【1泊2日キャンプ】
山泊藤里駒ケ岳縦走と小岳登山

圏 域 人 口 80,970人
　【内訳】男 37,636人
　　　　女 43,334人

世 帯 数 35,897世帯
圏域面積 1,191.20㎢
（平成30年８月１日現在　住民基本台帳）

　　広域広報へのご意見やご要望をお寄せください。　E-Mail：c-kouiki@shirakami.or.jp


