
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

能代市　『威勢のよい掛け声とともに丁山を方向転換～日吉神社の祭典「御神幸祭」～』

藤里町 『一糸乱れぬ隊列行進』

三種町 『目指せチャンピオン！県高校ボクシング連盟合宿』

八峰町 『「ワッセ、ワッセ」と掛け声響く～白瀑神社例大祭～』

能代市

三種町

藤里町

八峰町
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能代山本のミニ統計
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（令和元年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

日　程　10月 13日（日）
場　所　道の駅ことおか
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85－4830

道の駅ことおか秋まつり 三種町

日　程　10月 19日（土）～20日（日）
場　所　三種町琴丘総合体育館
問合せ　三種町企画政策課　☎85－4817

三種町町民祭 三種町

日　程　10月 27日（日）
場　所　房住山
問合せ　琴丘総合体育館　☎87－2222

秋の房住山登山 三種町

日　程　10月 20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 三種町

日　程　10月 6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 八峰町

日　程　9月 21日（土）～22日（日）
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

藤里町エコ
ツアー

【1泊2日キャンプ】白神の名峰二座を
キャンプではしご登山しちゃいます

日　程　10月 26日（土）～27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

藤里町2019藤里町民祭
　　　白神のふるさとまつり

日　程　10月 26日（土）
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

藤里町フィールドミュージアム
　　　@岳岱自然観察教育林

日　程　10月 13日（日）
場　所　集合　道の駅ふたつい
　　　　七座山麓周回コース 8㎞・12㎞
問合せ　能代観光協会　☎88－8802

能代市秋田白神ノルディック
　　　　ウォーキングin能代

日　程　10月 19日（土）～20日（日）
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　能代市環境産業課　☎73－4500

能代市きみまちの里フェスティバル
　　　　　　　（物産販売）

日　程　10月 12日（土）
場　所　釣瓶落峠、田苗代湿原ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

第13回白神山地
　　ウォーキングツアー

日　程　11月 3日（日祝）
場　所　小岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地随一の眺めと
　　晩秋の銀細工の森

日　程　11月 2日（土）
場　所　環境保全ボランティア活動
　　　　＋田苗代湿原・岳岱自然観察教育林散策
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

ヤマボラ！
　&ネイチャーウォーク

日　程　10月 20日（日）
場　所　素波里園地
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529

藤里町第37回素波里紅葉まつり

日　程　10月 5日（土）～6日（日）
場　所　能代市総合体育館
問合せ　能代市商工港湾課　☎89－2186

のしろ産業フェア 能代市

日　程　10月 27日（日）
場　所　道の駅ふたつい
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課
　　　　☎73－5285

能代市民俗芸能発表会 能代市

日　程　10月 27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

子ども民俗芸能発表会 能代市

日　程　11月 3日（日祝）
場　所　鶴形小学校体育館
問合せ　鶴形公民館　☎58－3211

鶴形地区文化祭・鶴形そば祭り 能代市

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

浅内なごめはぎ 能代市

日　程　10月 10日（木）～11月 4日（月）
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 能代市

日　程　10月 10日（木）～11月 4日（月）
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　10月 20日（日）
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課
　　　　☎73－3221

きみまち二ツ井マラソン 能代市

日　程　10月 26日（土）～27日（日）
場　所　道の駅ふたつい
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 能代市

日　程　10月 5日（土）
場　所　集合　八森ぶなっこランド
問合せ　NPO法人白神ネイチャー協会
　　　　☎70－4211

自然観察会「二ツ森」登山
　～来よう！黄葉二ツ森へ～ 八峰町

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,667世帯
1,191.20㎢

79,229人
36,821人
42,408人

日　程　10月 12日（土）
場　所　藤里駒ケ岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

第58回
　　白神山地紅葉登山

日　程　10月 12日（土）～ 13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

八峰町第13回
　はっぽう"んめもの"まつり

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

藤里町藤里町営スキー場オープン
　　　　　　　　　（予定）



能代山本広域市町村圏組合 消防職員採用試験のお知らせ

問合せ
申込み

【試験区分】　上級、初級
【採用予定人員】 　上級・初級合わせて７名程度
【受験資格等の主なるもの】
○上級…平成７年４月２日から平成10年４月１日までに

生まれた者で、大学を卒業又は、令和２年３月31
日までに卒業見込みの者

○初級…平成７年４月２日から平成14年４月１日までに
生まれた者で、高校又は、短期大学を卒業又は、令
和２年３月31日までに卒業見込みの者

○身体…身長は、男性にあってはおおむね160㎝以上、女
性にあってはおおむね155㎝以上、体重は、男性
にあってはおおむね50㎏以上、女性にあってはお
おむね45㎏以上、胸囲は、おおむね身長の２分の
１以上。視力（矯正視力含む。）は、両眼で0.7以上、
かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。聴力は、
２ｍの距離において低語を聴取できること等

○採用後に、管轄区域内（能代市山本郡内）に居住できる者

【試験の期日及び場所】
○令和元年10月27日（日）
　 能代山本広域交流センター
　（能代市字海詠坂３番地２）
【受付期間等】
○令和元年８月26日（月）から９月20日（金）まで（土、日曜
日及び祭日は除く。）

　午前９時00分から午後５時00分まで
【必要書類等】
○受験申込書は能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課
に請求してください。

○写真は６ヵ月以内に撮影したタテ４㎝、ヨコ３㎝程度の
上半身脱帽の本人の写真を２枚
１枚は申込書に貼り、これと同一のもの１枚（受験票用）
を提出してください。

能代山本広域市町村圏組合消防本部　
〒016ｰ0851 能代市緑町２番22号　☎52ｰ0403

※詳細については、能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課まで
郵便による申込書請求の場合は、宛先、郵便番号を明記して120
円切手を貼った返信用封筒（Ａ4判用）を必ず同封してください。

令和元年度消防職員採用試験を
次のとおり行います。

2 広域広報 のしろやまもと

＜南部清掃工場＞
○ばい煙濃度

1号炉 2号炉

ダスト濃度
（ｇ/㎥N）

硫黄酸化物量
（㎥N/ｈ）

窒素酸化物濃度
（ppm）

塩化水素濃度
（㎎/㎥N）

ダスト濃度
（ｇ/㎥N）

硫黄酸化物量
（㎥N/ｈ）

窒素酸化物濃度
（ppm）

塩化水素濃度
（㎎/㎥N）

排出基準 0.08 69 250 700 0.08 69 250 700
R01.5.10測定 0.0023未満 0.018未満 93 5.6 0.0024 0.021未満 73 3.5

○ばい煙濃度
焼却炉

ダスト濃度
（ｇ/㎥N）

硫黄酸化物量
（㎥N/ｈ）

窒素酸化物濃度
（ppm）

塩化水素濃度
（㎎/㎥N）

排出基準 0.15 12 ー 700
R01.5.8測定 0.0021未満 1.5 24 8

＜中央衛生処理場＞
○放流水水質検査

pH
BOD
（㎎/ℓ）

SS
（㎎/ℓ）

鉱油類含有量
（㎎/ℓ）

動植物
油脂類含有量
（㎎/ℓ）

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）

よう素消費量
（㎎/ℓ）

大腸菌群数
（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
R01.5.21測定 7.3 3.6 39.0 2.0未満 2.0未満 5.1 32.0 6

※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。

単位：ng-TEQ/ｇ
焼却灰 ばいじん（処理後）

測定日 結果 基準値 測定日 結果 基準値
1号炉 H31.1.21 0.0000043 3 H31.2.15 1.9 3
2号路 H31.1.21 0.0000045 3 H31.2.15 1.9 3

単位：ng-TEQ/ｇ
焼却灰 ばいじん（処理後）

測定日 結果 基準値 測定日 結果 基準値
焼却炉 H30.8.10 0.0023 3 H30.8.10 0.055 3

○ダイオキシン類排出濃度
単位：ng-TEQ/㎥N

排ガス
測定日 結果 基準値

1号炉 H30.8.30 0.12 5
2号路 H30.8.31 0.081 5

○ダイオキシン類排出濃度
単位：ng-TEQ/㎥N

排ガス
測定日 結果 基準値

焼却炉 H30.8.10 0.037 5

ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果

環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ



能代山本広域市町村圏組合 消防職員採用試験のお知らせ

問合せ
申込み

【試験区分】　上級、初級
【採用予定人員】 　上級・初級合わせて７名程度
【受験資格等の主なるもの】
○上級…平成７年４月２日から平成10年４月１日までに

生まれた者で、大学を卒業又は、令和２年３月31
日までに卒業見込みの者

○初級…平成７年４月２日から平成14年４月１日までに
生まれた者で、高校又は、短期大学を卒業又は、令
和２年３月31日までに卒業見込みの者

○身体…身長は、男性にあってはおおむね160㎝以上、女
性にあってはおおむね155㎝以上、体重は、男性
にあってはおおむね50㎏以上、女性にあってはお
おむね45㎏以上、胸囲は、おおむね身長の２分の
１以上。視力（矯正視力含む。）は、両眼で0.7以上、
かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。聴力は、
２ｍの距離において低語を聴取できること等

○採用後に、管轄区域内（能代市山本郡内）に居住できる者

【試験の期日及び場所】
○令和元年10月27日（日）
　 能代山本広域交流センター
　（能代市字海詠坂３番地２）
【受付期間等】
○令和元年８月26日（月）から９月20日（金）まで（土、日曜
日及び祭日は除く。）

　午前９時00分から午後５時00分まで
【必要書類等】
○受験申込書は能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課
に請求してください。

○写真は６ヵ月以内に撮影したタテ４㎝、ヨコ３㎝程度の
上半身脱帽の本人の写真を２枚
１枚は申込書に貼り、これと同一のもの１枚（受験票用）
を提出してください。

能代山本広域市町村圏組合消防本部　
〒016ｰ0851 能代市緑町２番22号　☎52ｰ0403

※詳細については、能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課まで
郵便による申込書請求の場合は、宛先、郵便番号を明記して120
円切手を貼った返信用封筒（Ａ4判用）を必ず同封してください。

令和元年度消防職員採用試験を
次のとおり行います。

2 広域広報 のしろやまもと

●チャレンジスポーツ教室
　・・・10月開催予定（９月申込受付）
ユニカールやミニテニスなどの
ニュースポーツを体験できます。

●ミニテニス教室
　・・・12月開催予定（11月申込受付）

●バランスボールエクササイズ
　・・・毎月開催（前月申込受付）
●メタボ予防運動教室
　・・・10月～12月開催（９月申込受付）
　ウォーキング、マシントレーニング等を行います。

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
業 務 内 容 利用者（高齢者）への看護・介護業務全般
勤 務 時 間 通常   8：30～ 17：15（看・介護）
 早番   7：30～ 16：15（看・介護）
 遅番 10：00～ 18：45（看・介護）
 夜勤 17：00～   9：45（介護のみ）

賃　金　等 日給、期末手当年２回、夜間勤務手当（介
護）、夜間待機手当（看護）、資格手当、職務手
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。

●水泳ワンポイントレッスン
　・・・11月～12月（10月申込受付）
　初心者と初級の２コースがあります。
●アクア体操タイム
　・・・毎月開催（前月申込受付）
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。

●芸能発表会
　日時：10月５日(土)　午後０時30分～午後３時

●陶芸教室
　日時：10月10日(木)　午前10時～正午
　　　　※電話でお申込みください
●カラオケ大会
　カラオケチャンピオン大会
　　日時：10月13日(日)　午後１時～午後４時
　第92回カラオケ大会
　　日時：12月８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、４時まで交流会

○事務室横トイレの洋式化工事・屋根の塗装工事
が終了しました。
　工事期間中は大変ご不便をおかけしました。

○多目的ホールのテーブルを更新しました。
　キャスター付で準備・片付けが容易になりました。

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

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。

高齢者交流センター　おとも苑

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、温泉 300円

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。

スポーツ講座

生きがい活動支援サービス

交流サービス

プール

トレーニングルーム

能代市字腹鞁ノ沢19番地10　申込み・問合せ ☎58－5295

能代市落合字下台２番地１　申込み・問合せ ☎54－9200

看護師又は准看護師及び介護員 募集

便利になった広域交流センターを
　　　　　　　　　　　ぜひご利用ください。

開館時間
休 館 日

：午前８時～午後６時
：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
　12月29日～１月３日

開館時間
休 館 日

：午前９時～午後９時
：12月28日～１月４日

問合せ先 広域事務局　☎89－2316

問合せ ☎54－5300

広域交流センターからの
お知らせ

3広域広報 のしろやまもと



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

能代市　『威勢のよい掛け声とともに丁山を方向転換～日吉神社の祭典「御神幸祭」～』

藤里町 『一糸乱れぬ隊列行進』

三種町 『目指せチャンピオン！県高校ボクシング連盟合宿』

八峰町 『「ワッセ、ワッセ」と掛け声響く～白瀑神社例大祭～』

能代市

三種町

藤里町

八峰町

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
　

・・・・・・・・・・・・・・2
　

・・・・・・・・3
・・・・・・・・・・・・4

表　紙
消防職員採用試験のお知らせ、
環境衛生課からのお知らせ
アリナス、おとも苑の事業
広域交流センターからのお知らせ
のしろやまもとイベント情報
号外･･･一般廃棄物処理施設整備事業について

第74号
2019年9月

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

令和元年10月～12月イベント情報まや ともの ろし

（令和元年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

日　程　10月 13日（日）
場　所　道の駅ことおか
問合せ　三種町商工観光交流課　☎85－4830

道の駅ことおか秋まつり 三種町

日　程　10月 19日（土）～20日（日）
場　所　三種町琴丘総合体育館
問合せ　三種町企画政策課　☎85－4817

三種町町民祭 三種町

日　程　10月 27日（日）
場　所　房住山
問合せ　琴丘総合体育館　☎87－2222

秋の房住山登山 三種町

日　程　10月 20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 三種町

日　程　10月 6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 八峰町

日　程　9月 21日（土）～22日（日）
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

藤里町エコ
ツアー

【1泊2日キャンプ】白神の名峰二座を
キャンプではしご登山しちゃいます

日　程　10月 26日（土）～27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

藤里町2019藤里町民祭
　　　白神のふるさとまつり

日　程　10月 26日（土）
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

藤里町フィールドミュージアム
　　　@岳岱自然観察教育林

日　程　10月 13日（日）
場　所　集合　道の駅ふたつい
　　　　七座山麓周回コース 8㎞・12㎞
問合せ　能代観光協会　☎88－8802

能代市秋田白神ノルディック
　　　　ウォーキングin能代

日　程　10月 19日（土）～20日（日）
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　能代市環境産業課　☎73－4500

能代市きみまちの里フェスティバル
　　　　　　　（物産販売）

日　程　10月 12日（土）
場　所　釣瓶落峠、田苗代湿原ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

第13回白神山地
　　ウォーキングツアー

日　程　11月 3日（日祝）
場　所　小岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地随一の眺めと
　　晩秋の銀細工の森

日　程　11月 2日（土）
場　所　環境保全ボランティア活動
　　　　＋田苗代湿原・岳岱自然観察教育林散策
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

ヤマボラ！
　&ネイチャーウォーク

日　程　10月 20日（日）
場　所　素波里園地
問合せ　藤里町商工会　☎79－1529

藤里町第37回素波里紅葉まつり

日　程　10月 5日（土）～6日（日）
場　所　能代市総合体育館
問合せ　能代市商工港湾課　☎89－2186

のしろ産業フェア 能代市

日　程　10月 27日（日）
場　所　道の駅ふたつい
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課
　　　　☎73－5285

能代市民俗芸能発表会 能代市

日　程　10月 27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

子ども民俗芸能発表会 能代市

日　程　11月 3日（日祝）
場　所　鶴形小学校体育館
問合せ　鶴形公民館　☎58－3211

鶴形地区文化祭・鶴形そば祭り 能代市

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

浅内なごめはぎ 能代市

日　程　10月 10日（木）～11月 4日（月）
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 能代市

日　程　10月 10日（木）～11月 4日（月）
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　10月 20日（日）
場　所　二ツ井町総合体育館
問合せ　能代市生涯学習・スポーツ振興課
　　　　☎73－3221

きみまち二ツ井マラソン 能代市

日　程　10月 26日（土）～27日（日）
場　所　道の駅ふたつい
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 能代市

日　程　10月 5日（土）
場　所　集合　八森ぶなっこランド
問合せ　NPO法人白神ネイチャー協会
　　　　☎70－4211

自然観察会「二ツ森」登山
　～来よう！黄葉二ツ森へ～ 八峰町

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,667世帯
1,191.20㎢

79,229人
36,821人
42,408人

日　程　10月 12日（土）
場　所　藤里駒ケ岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

第58回
　　白神山地紅葉登山

日　程　10月 12日（土）～ 13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

八峰町第13回
　はっぽう"んめもの"まつり

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

藤里町藤里町営スキー場オープン
　　　　　　　　　（予定）


