
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　『第38期 女流本因坊戦5番勝負第2局』

藤里町 『交通安全の約束を守りましょう! 』

三種町 『絆をつなぐタスキリレー! 市町村対抗駅伝』

八峰町 『潮風を浴びながら駆け抜ける～第14回八峰町シーサイドロードレース～』
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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係
　　　　☎87－2113

三種町音楽演奏会 三種町

日　程　1月 12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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

スキー＆スノーボード教室 八峰町

日　程　1月 26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

親子で探検隊！ 八峰町

日　程　2月 11日（火）
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 （八峰町生涯学習課）

チビッコ冬まつり 八峰町

日　程　2月 16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　☎76－2323

八峰町ユニカール大会 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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

八峰町卓球大会 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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

町民歩くスキーの集い 八峰町

日　程　1月 13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 26日（日）
場　所　高山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地を望む
　　　真冬の里山登山

日　程　３月22日（日）
場　所　田代岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地雪山登山！
　　　白銀のブナ林日　程　2月 9日（日）

場　所　水無沼散策
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

スノーハイクで
　　　里山の冬を満喫！

日　程　2月 16日（日）
場　所　七座山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

七座山～雪景色を堪能、
そして巨木の天然秋田杉～

日　程　2月 1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

藤里町第6回白神山地
　　　ケツジョリ世界選手権

日　程　2月 8日（土）
場　所　藤里町営スキー場
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115

藤里町第32回
　　藤里ジュニアスキー大会

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

三種町スノーモービル
　　　　　　&バナナボート

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

能代市恋文商店街居酒屋ちょい飲み歩き
　　　　　　  ･恋文雪っこまつり

日　程　2月 2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

藤里町第42回藤里町民スキー大会

日　程　1月 19日（日）
場　所　藤琴川
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）
　　　　☎79－3005

藤里町真冬のカンジキ川原散歩

日　程　2月 2日（日）
場　所　藤琴川
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）
　　　　☎79－3005

藤里町真冬のカンジキ川原散歩

日　程　1月 1日（水）
場　所　太平山
問合せ　テルイカンバン　☎73－4003

太平山元旦登山 能代市

日　程　1月 26日（日）
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（代表 能登）
　　　　☎52－4617

のしろまち灯り 能代市

日　程　2月 8日（土）
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　2月中
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 能代市

日　程　1月19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 能代市

日　程　1月 19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月下旬
場　所　八森体育館
問合せ　八峰町バスケットボール協会
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

第14回八峰町民
　　　バスケットボール大会 八峰町

日　程　2月中旬
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　3月下旬
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｣ 八峰町

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,594世帯
1,191.20㎢

78,933人
36,684人
42,249人



歳入

歳出

消防本部からのお知らせ消防本部からのお知らせ 落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！

歳入 3,225,717,316円 歳出 3,143,383,461円 差引 82,333,855円

平成３０年度決算状況 組合の財政状況をお知らせします

総務費 53,955,480円（1.7％）
公債費 25,246,574円（0.8％）
議会費 879,200円（0.0％）

諸収入 33,223,811円（1.0％）
財産収入 137,152円（0.0％）

分担金及び負担金
2,918,250,000円（90.5％）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの
負担金

使用料及び手数料
142,256,241円（4.4％）
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

消防費
1,939,894,267円（61.8％）
本部費、署費等救急医療対策費、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

衛生費
842,672,405円（26.8％）

教育費 178,723,186円（5.7％）
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

民生費 102,012,349円（3.2％）
高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

一 般 会 計

特 別 会 計

注
意
事
項

　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

合　　　計 歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

特別養護老人ホーム運営事業

能代山本ふるさと市町村圏基金

698,149,841円

3,865,444円

627,677,535円

3,320,816円

70,472,306円

544,628円

国庫支出金 51,411,000円（1.6％）
繰越金 80,439,112円（2.5％）

問合せ　能代山本広域市町村圏組合消防本部危険物担当　☎52－3312

2 広域広報 のしろやまもと
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2 広域広報 のしろやまもと

年末・年始 急病・けがのときは！
■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】

わたなべ整形外科
わたなべ内科医院
関医院
クリニック蒼きもり
永沢医院
森岳温泉病院

12／22（日）
12／29（日）
１／  １（水）
１／  ２（木）
１／  ３（金）
１／  ５（日）

12／22（日）
12／29（日）
１／  ５（日）

石川こどもクリニック
藤原こども医院
平野医院

12／29（日）
12／30（月）
12／31（火）
１／  １（水）
１／  ２（木）
１／  ３（金）

能代厚生医療センター
ＪＣＨＯ秋田病院
能代厚生医療センター
能代山本医師会病院
能代厚生医療センター
能代山本医師会病院

広域交流センター ☎54－5300
12月28日（土）～１月３日（金）

高齢者交流センター「おとも苑」 ☎58－5295
12月29日（日）～１月３日（金）

北部粗大ごみ処理工場 ☎76－3903
12月29日（日）、１月１日（水）～１月３日（金）

南部清掃工場 ☎85－3225
12月29日（日）、１月１日（水）～１月３日（金）

スポーツリゾートセンター「アリナス」 ☎54－9200
12月28日（土）～１月４日（土）

広域圏施設の
年末・年始の休みのお知らせ

アリナス　問合せ・申込み　☎54－9200
※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14日～28日
•金曜コース　１月10日～24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
•背泳ぎコース　１月20日、２月３日、17日、
　　　　　　　　３月９日（月曜日計４回）
　午後１時30分から午後２時20分まで
　対象：クロールで25ｍ泳げる方で背泳ぎを練習したい方
•平泳ぎコース　１月27日、２月10日、
　　　　　　　　３月２日、16日（月曜日計４回）
　午後１時30分から午後２時20分まで
　対象：クロールで25ｍ泳げる方で平泳ぎを練習したい方
　【定員】　各コース　一般男女10名
　【費用】　1,300円
　【申込】　12月10日から20日まで
　　　　　（申込多数の場合は抽選）
 
■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16日～30日
　　　　　　　午後１時30分から午後２時30分まで
•金曜コース　１月17日～31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20日～３月16日の月曜日
　（２月24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７日まで
　　　　　（定員になり次第締め切り）

おとも苑　問合せ　☎58－5295
※入館料（300円）が必要です。
 
■第29回おとも苑歌謡教室発表会
　【日時】　１月12日（日）
　　　　　午後１時～午後３時
 
■新春の舞と歌謡ショー
　【日時】　１月19日（日）
　　　　　午後１時～午後３時
 
■第93回カラオケ大会
　【日時】　２月９日（日）
　　　　　午後１時～午後４時
 
■民謡ショー
　【日時】　２月15日（土）
　　　　　午後１時～午後２時30分
 
■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

広域圏施設をご利用ください

3広域広報 のしろやまもと
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内容の紹介

能代市　『第38期 女流本因坊戦5番勝負第2局』

藤里町 『交通安全の約束を守りましょう! 』

三種町 『絆をつなぐタスキリレー! 市町村対抗駅伝』

八峰町 『潮風を浴びながら駆け抜ける～第14回八峰町シーサイドロードレース～』

能代市

三種町

藤里町

八峰町

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・・・・・・・・・・・・・・・・2

・・・・・・・・・・3

・・・・・・・・・・・・4

表　紙

平成30年度決算状況、
消防本部からのお知らせ

広域圏施設をご利用ください
年末年始 急病・けがのときは！
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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係
　　　　☎87－2113

三種町音楽演奏会 三種町

日　程　1月 12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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

スキー＆スノーボード教室 八峰町

日　程　1月 26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

親子で探検隊！ 八峰町

日　程　2月 11日（火）
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 （八峰町生涯学習課）

チビッコ冬まつり 八峰町

日　程　2月 16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　☎76－2323

八峰町ユニカール大会 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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

八峰町卓球大会 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
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

町民歩くスキーの集い 八峰町

日　程　1月 13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 26日（日）
場　所　高山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地を望む
　　　真冬の里山登山

日　程　３月22日（日）
場　所　田代岳登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

白神山地雪山登山！
　　　白銀のブナ林日　程　2月 9日（日）

場　所　水無沼散策
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

スノーハイクで
　　　里山の冬を満喫！

日　程　2月 16日（日）
場　所　七座山登山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

藤里町エコ
ツアー

七座山～雪景色を堪能、
そして巨木の天然秋田杉～

日　程　2月 1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

藤里町第6回白神山地
　　　ケツジョリ世界選手権

日　程　2月 8日（土）
場　所　藤里町営スキー場
問合せ　藤里町商工観光課　☎79－2115

藤里町第32回
　　藤里ジュニアスキー大会

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

三種町スノーモービル
　　　　　　&バナナボート

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

能代市恋文商店街居酒屋ちょい飲み歩き
　　　　　　  ･恋文雪っこまつり

日　程　2月 2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

藤里町第42回藤里町民スキー大会

日　程　1月 19日（日）
場　所　藤琴川
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）
　　　　☎79－3005

藤里町真冬のカンジキ川原散歩

日　程　2月 2日（日）
場　所　藤琴川
問合せ　白神山地世界遺産センター（藤里館）
　　　　☎79－3005

藤里町真冬のカンジキ川原散歩

日　程　1月 1日（水）
場　所　太平山
問合せ　テルイカンバン　☎73－4003

太平山元旦登山 能代市

日　程　1月 26日（日）
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（代表 能登）
　　　　☎52－4617

のしろまち灯り 能代市

日　程　2月 8日（土）
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　2月中
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 能代市

日　程　1月19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 能代市

日　程　1月 19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月下旬
場　所　八森体育館
問合せ　八峰町バスケットボール協会
　　　　☎76－2323 （八峰町生涯学習課）

第14回八峰町民
　　　バスケットボール大会 八峰町

日　程　2月中旬
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　3月下旬
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｣ 八峰町

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,594世帯
1,191.20㎢

78,933人
36,684人
42,249人


