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『第二の人生をふるさとで 次のリングは指導者の世界チャンピオン』
三浦隆司さん（12月14日 ボクシング教室・秋田県スポーツ科学センター）
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能代市字腹鞁ノ沢19番地10　☎５８－５２９５

※入館料(300円)が必要です。

■第89回おとも苑カラオケ大会
　【日時】　４月14日(日)　
　　　　　午後１時～午後４時
■第90回おとも苑カラオケ大会
　【日時】　６月９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

おとも苑からのご案内おとも苑からのご案内

おとも苑入館者100万人達成
　１月10日（木）、高齢者交流センターおとも苑の
入館者が100万人を達成しました。
　100万人目の入館者と
なられた西村尚男さんに
は、能代山本広域市町村
圏組合 齊藤滋宣代表理
事より花束と記念品を贈
呈しました。
　今後も多くの皆さんの
ご利用をお待ちしており
ます。

能代市、藤里町、三種町、八峰町からの
負担金
　事務費負担金 60,495,000円
　民生費負担金 89,089,000円
　衛生費負担金 946,049,000円
　消防費負担金 1,898,808,000円
　教育費負担金 134,041,000円
　公債費負担金 24,504,000円

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、一般
廃棄物処理施設整備事業費

組合の財政状況をお知らせします平成31年度
予算概要
平成31年度
予算概要 ●一般会計

分担金及び負担金
 3,152,986,000円（94.1％）

議 会 費 2,464,000円（0.1％）
総 務 費 59,535,000円（1.8％）
民 生 費 102,812,000円（3.1％）

衛 生 費 
 1,043,356,000円（31.2％）

特別養護老人ホーム運営事業　予算額　653,556,000円（前年比5.5％増） 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　 1,482,000円（前年比57.4％減） 地域間交流費

予算額　3,349,076,000円（前年比4.5％増）

●特別会計

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

使用料及び手数料
 143,014,000円（4.3％）

諸 収 入 29,494,000円（0.9％）
繰 越 金 500,000円（0.0％）
財産収入 43,000円（0.0％）
国庫支出金 23,039,000円（0.7％）

予 備 費 500,000円（0.0％）
公 債 費 24,504,000円（0.7％）
教 育 費 195,826,000円（5.8％）

循環型社会形成推進交付金

消 防 費
 　1,920,079,000円（57.3％）

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

本部費、署費、消防施設費
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平成30年　能代山本広域消防　火災・救急件数平成30年　能代山本広域消防　火災・救急件数

●問合せ　消防本部救急課　☎52－3368　

平成30年　能代山本広域消防　火災・救急件数
　平成30年の火災件数は26件で、前年と比較すると６件の増加となっています。
　救急件数は3,261件で、前年と比較すると119件の減少となっています。

能代市 16件（11件）
藤里町 1件（ 1件）
三種町 7件（ 5件）
八峰町 2件（ 3件）
合　計 26件（20件）

❶　火災件数（　）は昨年件数

死　者 2名
傷　者 6名　　　

❷　火災による死傷者

建　物 18件
林　野 2件
車　両 1件
その他 5件

❸　火災種別

こんろ 4件
たき火 3件
放火 2件
火入れ 2件
たばこ 2件
電灯・電話等の配線 2件
煙突・煙道 2件
排気管 1件
灯火 1件
配線器具 1件
焼却炉 1件
その他 1件
不明 4件

❹　火災原因（図１参照）
能代市 2,147件
藤里町 170件
三種町 664件
八峰町 280件
合　計 3,261件

❺　救急出場件数

1　急　　病 2,180件　66.9％
2　一般負傷 440件　13.5％
3　転院搬送 239件　 7.3％

❻　救急種別（上位３位までを抜粋）

こんろ
4件（15％）

たき火
3件（10％）

放火
2件（8％）

火入れ
2件（8％）たばこ

2件（8％）

電灯・電話等
の配線
2件（8％）

煙突・煙道
2件（8％）

不明
4件（15％）

その他
1件（4％）

焼却炉
1件（4％）

配線器具1件（4％）
灯火1件（4％）

排気管
1件（4％）

　中央衛生処理場では、資源の有効利用のため、平成12
年度から乾燥汚泥を肥料「野菜一番」として生産、提供し
てきましたが、汚泥を外部で処理することになったため、
今年10月を目途に「野菜一番」の生産を終了することと
なりました。
　長年のご利用、ありがとうございました。

　平成31年10月までは提供を実施して
おりますので、ご利用ください。

※ご利用される方へ
　・事前の申込が必要です。
　・配送は行っておりません。
　・肥料を入れる袋（１袋15kg）を準備してください。
　配 布 量：１人１回３袋まで（１袋15kg）
　配布日時：月・水曜日の午前10時～10時30分、
　　　　　　午後１時～２時（祝日を除く)

■申込み・問合せ　中央衛生処理場　TEL54－6017
　　　　　　　　　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

汚泥肥料「野菜一番」の
生産終了について

汚泥肥料「野菜一番」の
生産終了についてアリナス　能代市落合字下台２番地１　☎５４－９２００

アリナスの事業アリナスの事業

　近年、全国で救急車の出場件数が増加しています。能代山
本では平成30年中に3,261件（１日平均8.9件）の出場があ
り、前年より119件減少はしましたが、ここ数年間3,000件
を下回ることがありません。医療機関へ搬送された人数を見
ますと3,012人で、そのうち約42％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
が出動し、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30年の能代山本管内では、通
報から現場到着まで平均8.0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。

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。

●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　20名（一般男女）
　【費用】　1,000円（各コース全３回）
　【申込】　各コース、次の期間受付（申込多数の場合は抽選）
　　　　　４月コース　３月10日～20日、５月コース　４月10日～20日
　　　　　６月コース　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分と

午後２時30分～午後３時20分
　【定員】　各コース　20名（一般男女）
　【費用】　1,300円（４回コース）、1,000円（３回コース）
　【申込】　各コース、次の期間受付（申込多数の場合は抽選）
　　　　　４月コース　３月10日～20日、５月コース　４月10日～20日
　　　　　６月コース　５月10日～20日
●水泳ワンポイントレッスン
　【曜日】　月曜日
　【時間】　初心者コース　午後１時30分～午後２時20分
　　　　　初級コース　　午後２時30分～午後３時20分
　【定員】　各コース　10名（一般男女）
　【費用】　2,000円（４・５月全６回）、2,300円（６・７月全７回）
　【申込】　各コース、次の期間受付（申込多数の場合は抽選）
　　　　　４・５月コース　３月10日～20日、６・７月コース　５月10日～20日
※詳細はお問い合わせください。
※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。
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能代山本のミニ統計

平成31年４月～６月イベント情報まや ともの ろし

能代市

日　程　４月13日(土)～５月４日(土祝)
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)

藤里町

日　程　４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　４月20日(土)10：00～
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

能代市

日　程　４月20日(土)～５月６日(月振替)
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(土)～５月６日(月振替)
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21日(日)
場　所　風の松原
問合せ　能代観光協会　☎88－8802　

秋田白神ノルディックウォーキング
　　　　　　　　　　　　in能代

八峰町

日　程　４月中旬～５月上旬
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

能代市

日　程　４月28日(日)
場　所　能代港中島埠頭
問合せ　能代凧保存会（事務局 高田）　☎54－1806　

能代凧揚げ大会

藤里町

日　程　４月下旬
場　所　素波里園地
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115　

素波里オープン

能代市

日　程　５月３日(金祝)～５日(日)
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

藤里町

日　程　５月４日(土祝)
場　所　高山
問合せ　白神山地世界遺産センター藤里館　☎79－3005　

みどりの日の集い

三種町

日　程　５月５日(日)
場　所　浜鯉川自治会地区内
問合せ　浜鯉川自治会長（近藤）　☎87－3310　

鯉川鯉まつり

三種町

日　程　５月５日頃（未定）
場　所　琴丘拠点センター前
問合せ　三種町商工会内　☎83－3010　

みたねこどもまつり

能代市

日　程　５月５日(日)～26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７日(火)～５月末
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(土)
場　所　日吉神社
問合せ　能代観光協会　☎88－8802　

日吉神社中の申祭宵祭 嫁見まつり

藤里町

日　程　５月25日(土)
場　所　藤里駒ケ岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

白神山地山開き登山

八峰町

日　程　５月25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｣登山ルート山開き安全祈願祭

八峰町

日　程　５月25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（先着30人 申込必須）
　　　　☎76－4605　

世界自然遺産白神山地｢二ツ森｣自然観察会
　　　　　　～ミネザクラをみよう～

能代市

日　程　５月26日(日)
場　所　能代市子ども館
問合せ　実行委員会（今野）　☎090－2799－3460　

のしろこどもまつり

三種町

日　程　５月下旬（日曜開催予定）
場　所　房住山
問合せ　NPO法人三種町観光協会　☎88－8020　

房住山山開き

八峰町

日　程　５月中（日帰り）
場　所　あきた白神体験センター・岩館海浜プール・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！

八峰町

日　程　５月中（日帰り）
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　

防災キャンプ

能代市

日　程　５月から10月まで
場　所　七座神社付近の米代川
問合せ　天神工房　☎88－8815（二ツ井町観光協会☎73－5075）

気軽にカヌー体験

藤里町

日　程　６月２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　

白神山地自然観察会

藤里町

日　程　６月２日(日)
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

小岳登山

能代市

日　程　６月中
場　所　能代港大森緑地公園
問合せ　グローバルウインドデイin能代実行委員会
　　　　☎89－2187　

グローバルウインドデイ
　　　　　　　in能代2019

三種町

日　程　６月９日(日)予定
場　所　釜谷浜海水浴場
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85－4830　

ダイワキスマスターズ2019

八峰町

日　程　６月中旬～７月中旬
場　所　ポンポコ山公園
問合せ　ポンポコ山パークセンター　☎76－3322　

ポンポコ山のラベンダー刈取体験

八峰町

日　程　６月中（１泊）
場　所　あきた白神体験センター・二ツ森
問合せ　あきた白神体験センター　☎77－4455　

大人の冒険クラブ

八峰町

日　程　６月中（日帰り）
場　所　あきた白神体験センター・岩舘海浜プール
問合せ　あきた白神体験センター　☎77－4455　

日本海と友だち！

三種町

日　程　６月中旬（日曜開催予定）
場　所　じゅんさいの館
問合せ　じゅんさいの館　☎72－4355　

じゅんさい旬まつり

藤里町

日　程　６月29日(土)～６月30日(日)
場　所　白神岳・二ツ森
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518　

白神岳一泊・二ツ森登山

藤里町

日　程　６月23日(日)
場　所　藤里町
問合せ　白神山地ブナの森マラソン実行委員会　☎79－2115　

白神山地ブナの森マラソン

能代市

日　程　６月30日(日)
場　所　米代川（北秋田市～二ツ井）
問合せ　天神工房　☎88－8815（二ツ井町観光協会☎73－5075）

米代川カヌーツーリング

能代市

日　程　6月から9月まで
場　所　道の駅ふたつい付近の米代川
問合せ　天神工房　☎88－8815（二ツ井町観光協会☎73－5075）

道の駅ふたついプチカヌー

圏 域 人 口 80,270人
　【内訳】男 37,290人
　　　　女 42,980人

世 帯 数 35,802世帯
圏域面積 1,191.20㎢
（平成31年２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


