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能代市　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

藤里町　『よーい、ドン！』

三種町　『秋晴れの刈田（10月19日：鵜川・川尻地区）』

八峰町　『秋晴れの中駆け抜ける～第13回八峰町シーサイドロードレース～』
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能代市 藤里町

三種町 八峰町

冬期間の道路の維持に努めます　　　　　国土交通省能代河川国道事務所除雪機械出動式早めの冬用タイヤの装着をお願いします



2 広域広報　のしろやまもと

落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！

平成２９年度決算状況　組合の財政状況をお知らせします平成２９年度決算状況　組合の財政状況をお知らせします

歳入 2,960,447,576円　歳出 2,880,008,464円　差引 80,439,112円

会　　　計 歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

 特別養護老人ホーム運営事業 651,325,829円 577,370,606円 73,955,223円
 能代山本ふるさと市町村圏基金 3,225,735円 458,291円 2,767,444円

分担金及び負担金
2,674,218,000円（90.3％）
　　能代市、藤里町、三種町、八峰町
　　からの負担金

消防費
1,674,471,312円（58.2％）
本部費、署費等

衛生費
809,875,190円（28.1％）
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

総務費　91,759,378円（3.2％）
公債費　27,203,648円（0.9％）
議会費　1,780,739円（0.1％）

民生費　98,668,686円（3.4％）
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　176,249,511円（6.1％）
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

使用料及び手数料
141,567,903円（4.8％）
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

財産収入　128,001円（0.0％）
諸収入　35,076,870円（1.2％）
繰越金　109,456,802円（3.7％）

　これから本格的な降雪期を迎えるにあたり、屋根からの落雪によるプロパンガスボンベやホームタンクの
転倒、配管の損傷による危険物・ガス漏えい事故の発生が心配されます。
　次の事項に注意し、降雪期における雪害対策をお願いします。

〈共通〉
・配管の損傷防止やタンク・ボンベの転倒防止を図ること。
・雪下ろしの際は、お隣のホームタンクやガス設備にも注意すること。
・屋根からの落雪があった時は、一度確認すること。
〈ホームタンク〉
・注油や移し替えの際は、その場を離れないこと。
・残油量は常に確認しておくこと。
・万が一流出した場合は、速やかに消防署、警察、市町、保健所等に
　通報すること。
〈ガスボンベ〉
・緊急時に容器バルブを閉止できるように、ガス設備周りの通路を除
　雪により確保しておくこと。

落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！
問合せ　能代消防署危険物担当　☎52－3312

歳入

歳出

特　別　会　計特　別　会　計

一　般　会　計一　般　会　計

注意事項



 12／23(日) 金田医院
 12／24(月) ミナトクリニック
 12／30(日) 関医院
 1／ 1(火) 京病院
 1／ 2(水) 木村医院
 1／ 3(木) 森岳温泉病院

 12／23(日) 石川こどもクリニック
 12／30(日) 藤原こども医院

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

受付

■在宅当番病医院
　【午前１０時～午後４時】

■小児救急
　【午前９時～正午】

■救急医療輪番制病院
　【午前８時～翌日午前８時】

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
広域交流センター　能代市字海詠坂３番地２　☎５４－５３００

海潮園・長寿園（ショートステイ）
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

アリナス　能代市落合字下台２番地１　☎５４－９２００

広域圏施設の年末・年始の休みのお知らせ
高齢者交流センター「おとも苑」 ☎58－5295
12月29日(土)～１月３日(木)
広域交流センター ☎54－5300
12月28日(金)～１月３日(木)

スポーツリゾートセンター「アリナス」 ☎54－9200
12月28日(金)～１月４日(金)
南部清掃工場 ☎85－3225
12月30日(日)、１月１日(火)～１月３日(木)
北部粗大ごみ処理工場 ☎76－3903
12月30日(日)、１月１日(火)～１月３日(木)

●バランスボールエクササイズ：１月コース
・木曜コース　１月17日～31日
　　　　　　　午後１時30分から午後２時30分まで
・金曜コース　１月11日～25日　
　　　　　　　午前10時30分から午前11時30分まで
　【定員】　各コース　一般男女20名
　【費用】　1,000円（各コース３回）
　【申込】　12月10日から20日まで（申込多数の場合は抽選）

●メタボ予防運動教室
・１月21日～３月18日の月曜日（２月11日除く計８回）
　午後１時30分から午後３時30分まで
　【定員】　一般男女　12名
　【費用】　2,600円
　【申込】　12月10日から１月10日まで
　　　　　（定員になり次第締め切り）

●チャレンジスポーツ教室
・２月７日～３月７日の木曜日（計５回）
　午前10時から午前11時30分まで
　【定員】　一般男女　16名
　【費用】　1,200円
　【申込】　１月10日から31日まで（定員になり次第締め切り）

●ラージボール卓球教室
・３月８日～22日の月・金曜日（計５回）
　午後１時30分から午後３時まで
　【定員】　一般男女　16名
　【費用】　1,200円
　【申込】　２月10日から28日まで（定員になり次第締め切り）

※入館料(300円)が必要です。
■第27回おとも苑歌謡教室発表会
　【日時】　１月13日（日）　午後１時～午後３時
■新春の舞と歌謡ショー
　【日時】　１月20日（日）　午後１時～午後３時
■民謡ショー
　【日時】　２月２日（土）　午後１時～午後２時30分
■第88回カラオケ大会
　【日時】　２月10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

おとも苑　能代市字腹鞁ノ沢19番地10　☎５８－５２９５

平日、土曜日：午前11時30分から午後３時まで
日曜：午前11時から午後３時まで
　　　※月２回 不定期で休業日 あり
　　食堂のみ利用のお客さま 入館料無料です
おすすめメニュー ① しょうが焼き定食　680円
　安くて ② お弁当　　　　　　500円
　ボリュームたっぷり ③ 日替り定食　　　　600円

平日、土曜日：午前11時30分から午後３時まで
日曜：午前11時から午後３時まで
　　　※月２回 不定期で休業日 あり
　　食堂のみ利用のお客さま 入館料無料です
おすすめメニュー ① しょうが焼き定食　680円
　安くて ② お弁当　　　　　　500円
　ボリュームたっぷり ③ 日替り定食　　　　600円

おとも苑食堂

　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。
●休館日
　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３日まで）

　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。
●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

※詳しくは施設までお問い合わせください。

※講座へのお申込みは、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月コース
・火曜コース　１月15日～29日
・金曜コース　１月11日～25日
各コースとも午後１時30分から午後２時20分まで
と午後２時30分から午後３時20分までの２コース

　【定員】　各コース　一般男女20名
　【費用】　1,000円（各コース３回）
　【申込】　12月10日から20日まで（申込多数の場合は抽選）

●水泳ワンポイントレッスン
・初心者コース　１月21日～３月11日の月曜日
　　　　　　　　（２月11日除く計７回）
　午後１時30分から午後２時20分まで
　水慣れからクロール基礎を練習したい方
・初級コース　１月21日～３月11日の月曜日
　　　　　　　（２月11日除く計７回）
　午後１時30分から午後２時20分まで
　クロールで25ｍ以上完泳できる方で背泳を練習したい方
　【定員】　各コース　一般男女10名
　【費用】　2,300円
　【申込】　12月10日から20日まで（申込多数の場合は抽選）



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

平成31年１月～３月イベント情報まや ともの ろし

能代市

日　程　1月1日（火）
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

八峰町

日　程　1月13日（日）
場　所　青森スプリングスキーリゾート
問合せ　八峰町スキークラブ
　　　　（八峰町生涯学習課）　☎77－3700　

スキー＆スノーボード教室

八峰町

日　程　1月14日（月）
場　所　峰栄館
問合せ　八峰町公民館　☎76－2323

八峰町「新春囲碁大会」

八峰町

日　程　1月下旬
場　所　白神ふれあい館
問合せ　八峰町歩くスキークラブ
　　　　（八峰町生涯学習課）　☎77－3700　

町民歩くスキーの集い

八峰町

日　程　2月11日（月）
場　所　ポンポコ山公園
問合せ　青少年育成八峰町民会議　☎76－2323

チビッコ冬まつり

三種町

日　程　2月中旬（日曜日開催予定）
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

藤里町

日　程　2月10日（日）
場　所　水無沼散策
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

［エコツアー］里山の冬を満喫！
スノーシュー・カンジキハイキング

三種町

日　程　2月（日曜日開催予定 ※今年は１回のみ）
場　所　森岳温泉36ゴルフ場
問合せ　三種町観光協会　☎88－8020

スノーモービル＆
　　　　　　　バナナボート

能代市

日　程　2月2日（土）
場　所　能代市役所さくら庭・大会議室
問合せ　のしろまち灯り実行委員会（能登）　☎52－4617　

のしろまち灯り

三種町

日　程　1月19日（土）
　　　　（舞台挨拶付前売券購入者2,000人限定）
場　所　琴丘総合体育館（舞台挨拶のみ）
問合せ　映画「デイアンドナイト｣制作支援三種町
　　　　実行委員会　☎85－4830

映画「デイアンドナイト」
初日舞台挨拶（スペシャルゲスト登壇）

三種町

日　程　1月19日（土）～25日（金）
場　所　山本ふるさと文化館（先行上映のみ）
問合せ　映画「デイアンドナイト｣制作支援三種町
　　　　実行委員会　☎85－4830

映画｢デイアンドナイト｣
　　　　　　三種町先行上映

藤里町

日　程　2月２日（土）
場　所　藤里町営スキー場特設会場
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115

第5回白神山地ふじさと
　　　ケツジョリ世界選手権

八峰町

日　程　2月3日（日）
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

三十釜自然観察会
「カンジキで三十釜を散策」

八峰町

日　程　2月3日（日）
場　所　あきた白神体験センター
問合せ　八峰町生涯学習課　☎77－3700

八峰町ユニカール大会

能代市

日　程　2月上旬予定
場　所　未定
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

かんじきトレッキング

藤里町

日　程　2月上旬～
場　所　峨瓏大滝
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529

峨瓏大滝ライトアップ

八峰町

日　程　2月下旬
場　所　八森体育館
問合せ　八峰町卓球協会
　　　　（八峰町生涯学習課）　☎77－3700

八峰町卓球大会

藤里町

日　程　３月10日（日）
場　所　大野岱放牧場
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

八峰町

日　程　1月20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
　　　　　　　　（女性限定）

八峰町

日　程　1月26日（土）、27日（日）
場　所　八森体育館
問合せ　八峰町バスケットボール協会
　　　　（八峰町生涯学習課）　☎77－3700

第13回八峰町民
　　　バスケットボール大会

藤里町

日　程　1月27日（日）
場　所　高山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

［エコツアー］白神山地を望む
真冬の里山登山

八峰町

日　程　1月27日（日）
場　所　あきた白神体験センター・御所の台里山
問合せ　あきた白神体験センター　☎77－4455

親子で体験隊！

藤里町

日　程　2月3日（日）
場　所　藤里町営スキー場
問合せ　藤里町教育委員会　☎79－1327

第41回藤里町民スキー大会

能代市

日　程　2月16日（土）予定
場　所　二ツ井町内飲食店、二ツ井きみまち商店街
問合せ　恋文すぽっときみまち　☎88－8407

恋文商店街居酒屋ちょい飲み歩き･
恋文雪っこまつり

藤里町

日　程　2月23日（土）
場　所　七座山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

［エコツアー］七つの雪峰を大縦走？
歴史と天然杉の雪山ハイキング

能代市

日　程　2月19日（火）
場　所　高岩神社、藤琴川
問合せ　荷上場青年会（伊藤）　☎73－2103

高岩神社裸参り・万燈夜

能代市

日　程　1月20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

檜山こども冬まつり

［エコツアー］早春の雪遊び！
歩くスキー＆スノーシュー

藤里町

日　程　３月24日（日）
場　所　田代岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

［エコツアー］白神山地本格雪山
登山入門！

八峰町

日　程　３月24日（日）
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

三十釜自然観察会
「木々の芽吹きを観察しよう」

圏 域 人 口 80,614人
　【内訳】男 37,484人
　　　　女 43,130人

世 帯 数 35,857世帯
圏域面積 1,191.20㎢
（平成30年11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


