
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　『能代の夜を照らす灯火～のしろまち灯り2020～』

藤里町 『厄祓い・どんど焼き 』

三種町 『県内外の強豪校に挑め!!～北緯40度中学校バスケ交流大会～』

八峰町 『艶やかな晴れ着姿で健康を祈願 ～白瀑神社厄払い～』
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表　紙

令和２年度予算概要、
ごみを分別しましょう!!

消防本部からのお知らせ、広域施設のご案内、
施設敷地内全面禁煙のお知らせ

のしろやまもとイベント情報、ミニ統計

能代市

三種町

藤里町

八峰町

第76号
2020年３月

日　程　5月5日（火祝）
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

鯉川鯉みこし 三種町

日　程　5月31日（日）
場　所　房住山
問合せ　三種町観光協会　☎88－8020

房住山山開き 三種町

日　程　6月14日（日）
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2020 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 三種町

日　程　5月6日（水振替）予定
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 三種町

日　程　5月4日（月祝）
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 藤里町

日　程　6月19日（金）～20日（土）
場　所　白神岳・はちもり観光市
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

山泊白神岳＆市場ランチ 藤里町

日　程　6月21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 藤里町

日　程　5月30日（土）
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

残雪と新緑の白神山地ど真ん中! 藤里町

日　程　5月24日（日）
場　所　岳岱自然観察教育林、田苗代湿原ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

第44回白神山地自然観察会 藤里町

日　程　5月23日（土）
場　所　藤里駒ケ岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

第34回白神山地山開き登山 藤里町

日　程　6月21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

親子で体験隊！
あきた白神の初夏をエンジョイ 八峰町

日　程　5月下旬
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　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　5月24日（日）
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！
あきた白神の春をエンジョイ 八峰町

日　程　4月18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 八峰町

日　程　5月31日（日）
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　4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

桜咲く里山を楽しもう 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 八峰町

日　程　4月中旬
場　所　能代市役所さくら庭
問合せ　能代観光協会　☎88－8802

さくら庭　さくらまつり
食彩人屋台村 能代市

日　程　5月23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 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

米代川カヌー体験
気軽にツーリング（5.5km） 能代市

日　程　6月28日（日）、7月26日（日）
　　　　8月23日（日）、9月20日（日）
場　所　米代川（北秋田市～二ツ井）
問合せ　天神工房　☎88－8815

米代川カヌー体験
カヌーツーリング（10km） 能代市

日　程　6月から10月まで
場　所　道の駅ふたつい付近の米代川
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

米代川カヌー体験
道の駅ふたついプチカヌー 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2020 能代市

日　程　5月3日（日祝）～5日（火祝）
場　所　能代市総合体育館
問合せ　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 能代市

日　程　5月3日（日祝） 
場　所　二ツ井地域（富根・駒形地区を除く）
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

岩関神社・鎧神社ほか
二ツ井地域祭典 能代市

日　程　4月12日（日）
場　所　七座山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

春いちばん!
春の妖精に会いに行こう 藤里町

日　程　5月31日（日）
場　所　二ツ森・はちもり観光市ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

新緑の白神山地を望む
二ツ森＆市場ランチ 藤里町

日　程　6月27日（土）～28日（日）
場　所　白神岳・はちもり観光市
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

白神の名峰二座をキャンプで
はしご登山しちゃいます 藤里町

日　程　4月11日（土）～5月2日（土）
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） 能代市

日　程　5月10日（日）
場　所　兜神社
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

兜神社祭典 能代市

日　程　5月31日（日）
場　所　能代市子ども館
問合せ　実行委員会（平川）　☎090－3984－8748

こどもまつり 能代市

日　程　5月7日（木）～31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

きみまち阪つつじまつり 能代市

日　程　6月中旬
場　所　檜山崇徳館
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58－3101

檜山茶手揉み体験 能代市

日　程　5月3日（日祝）～31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16日（土）
場　所　能代公園・松風庵・龍泉寺・景林神社
問合せ　能代公園おもしろ祭り実行委員会（川添）
　　　　☎080－4131－3634

能代公園おもしろ祭り 能代市
日　程　4月20日（月）～5月6日（水振替）
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25日（土）～26日（日）
場　所　未定
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 能代市

日　程　4月26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 能代市

日　程　4月下旬
場　所　能代工業団地交流会館
問合せ　東能代地域まちづくり協議会　☎58－3100

東能代桜並木フェスティバル 能代市

日　程　4月下旬
場　所　多宝院
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58－3101

檜山桜まつり 能代市

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２年４月～６月イベント情報まや ともの ろし

（令和２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

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,540世帯
1,191.20㎢

78,598人
36,498人
42,100人



歳入

歳出

不要な焼却処理により温室効
果ガスである二酸化炭素が大
量に発生し地球温
暖化が進みます。

ごみ処理の過程では、収集運
搬、中間処理（焼却）、最終処分
（埋め立て）が行われます。処
理量が多いと、
処分するために
多くの費用がか
かります。

焼却後に発生する焼却灰と固
化灰は処分場へ搬入されま
す。ごみの分別がさ
れないまま埋め立て
るごみが増加してい
くと、自然環境の破
壊につながります。

予算額 3,199,555,000円（前年比4.5％減）

組合の財政状況をお知らせします

一般家庭や事業所で発生するごみが分別されず、
不燃ごみ、資源ごみが南部清掃工場へ搬入され
ることで次のような問題が加速していきます。

【南部清掃工場搬入時の注意事項等】
①各構成市町が可燃ごみとして収集する指定家庭ごみ袋の中に金属類やセトモノ
類などの不燃ごみは絶対にいれないでください。

②紙類、缶、ビン、ペットボトルなど資源ごみとなるものは資源化してください。
③ごみの発生を少しでも防ぐため、３Ｒ（リデュース：減らす、リユース：繰り
返し使う、リサイクル：再資源化する）に努めてください。

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

予備費 500,000円（0.0％）
公債費 3,068,000円（0.1％）
教育費 182,828,000円（5.8％）

諸収入 29,377,000円（0.9％）
繰越金 427,000円（0.0％）
財産収入 61,000円（0.0％）
国庫支出金  9,526,000円（0.3％）

●一般会計

焼 却 処 理埋め立て

能代山本広域市町村圏組合
環境衛生課　　　☎89－2426
南部清掃工場　　☎85－3225

海潮園運営費、長寿園運営費

地域間交流費

令和２年度
予算概要

予算額

予算額

643,599,000円（前年比1.5％減）

1,642,000円（前年比10.8％増）

●特別会計

使用料及び手数料
 142,967,000円（4.5％）
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

消防費
 1,917,467,000円（59.9％）
本部費、署費、消防施設費

分担金及び負担金
 3,017,197円（94.3％）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの
負担金
　事務費負担金 58,432,000円
　民生費負担金 93,502,000円
　衛生費負担金  843,666,000円
　消防費負担金 1,896,171,000円
　教育費負担金 122,285,000円
　公債費負担金 3,141,000円

衛生費 928,977,000円（29.0％）
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

循環型社会形成推進交付金

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

議会費 2,466,000円（0.1％）
総務費 57,470,000円（1.8％）
民生費 106,779,000円（3.3％）
高齢者交流センター運営費、介護認定審
査会運営費

問い合わせ先

ごみを分別しましょう!!

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

令和元年　能代山本広域消防　火災・救急件数
　令和元年の火災件数は28件で、前年と比較すると２件の増加となっています。
　救急件数は3,427件で、前年と比較すると166件の増加となっています。

（ 16件）
（ 1件）
（ 7件）
（ 2件）
（ 26件）

能代市 13件
藤里町 0件
三種町 10件
八峰町 5件
合　計 28件

❶ 火災件数 （　）は昨年件数

死　者 4名
傷　者 7名

❷ 火災による死傷者

建　物 20件
林　野 4件
その他 4件

❸ 火災種別  

能代市 2,304件
藤里町 171件
三種町 680件
八峰町 272件
合　計 3,427件

❺ 救急出場件数 
こんろ 2件
たき火 2件
火入れ 2件
マッチ・ライター 2件
煙突・煙道 2件
ストーブ 1件
たばこ 1件
電気装置 1件
放火の疑い 1件
電気機器 1件
火遊び 1件
配線接触部 1件
落雷 1件
その他 3件
不明・調査中 7件

❹ 火災原因（図１参照）

１　急　　病 2,310件 67.4%
２　一般負傷 470件 13.7%
３　転院搬送 282件 8.2%

❻ 救急種別（上位３位までを抜粋）

■第94回カラオケ大会 【日時】４月12日（日） 午後１時～午後４時
■第95回カラオケ大会　 【日時】６月14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

使用料／大人300円、学生及び高校生200円、中学生100円
時　間／１日１回の利用で１回あたりの時間制限はありません。
教　室／バランスボールエクサイズ等の教室も開催しております。
その他／中学生の使用器具及び時間に制限があるほか、その他の詳細に

ついてはお問い合わせください。

能代山本スポーツリゾートセンターアリナス
〒016-0014 能代市落合字下台2-1
☎54-9200  〈営業時間〉9：00～21：00

　平成30年７月、健康増進法の一部を改正する法
律が成立しました。このことで、望まない受動喫
煙を防止するための取り組みは、マナーからルー
ルへと変わります。
　能代山本広域市町村圏組合では、施設利用者と
職員の受動喫煙防止のため、令和２年４月１日か
ら下記の施設について敷地内を全面禁煙とします。

　対象施設は、駐車場を含む敷地内が終日全
面禁煙となります。加熱式たばこも禁止の対象
です。
　皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

　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
は令和元年中に3,427件（１日平均9.4件）の出場があり、前年
より166件増加し、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3,190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
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。令和元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。

●能代山本高齢者交流センター「おとも苑」
●能代山本広域交流センター
●特別養護老人ホーム 海潮園、長寿園
●消防本部・各消防署
（スポーツリゾートセンター「アリナス」に
ついては、宿泊棟の一部を除外）

広域圏施設をご利用ください

　有酸素系及び筋力系のトレーニングマシン、フリーウ
エイトなど充実した器具が揃っております。専門のト
レーナーも常駐しておりますので、気軽にご利用下さい。

●アリナストレーニングルームの紹介

●おとも苑からのご案内

施設敷地内が
全面禁煙になります

救急車の適正利用のお願い！

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。

●問合せ　消防本部救急課　☎52－3368　

４月１日
から

問合せ

問合せ おとも苑　☎58-5295
※入館料（300円）が必要です。

敷地内禁煙対象施設

敷地内禁煙開始日 令和２年４月１日（水）
※駐車場を含む敷地内が終日禁煙です。

図１

その他
3件（11%）

不明・調査中
7件（25%）

こんろ2件（7%）

たき火2件（7%）

火入れ
2件（7%）

マッチ・ライター
2件（7%）

煙突・煙道
2件（7%）

ストーブ
たばこ
電気装置
放火の疑い
電気機器
火遊び
配線接触部
落雷

各1件（29%）

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　『能代の夜を照らす灯火～のしろまち灯り2020～』

藤里町 『厄祓い・どんど焼き 』

三種町 『県内外の強豪校に挑め!!～北緯40度中学校バスケ交流大会～』

八峰町 『艶やかな晴れ着姿で健康を祈願 ～白瀑神社厄払い～』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・・・・・・・・・・・・・・・・2

・・・・・・・・・・・3

・・・・4

表　紙

令和２年度予算概要、
ごみを分別しましょう!!

消防本部からのお知らせ、広域施設のご案内、
施設敷地内全面禁煙のお知らせ

のしろやまもとイベント情報、ミニ統計

能代市

三種町

藤里町

八峰町

第76号
2020年３月

日　程　5月5日（火祝）
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

鯉川鯉みこし 三種町

日　程　5月31日（日）
場　所　房住山
問合せ　三種町観光協会　☎88－8020

房住山山開き 三種町

日　程　6月14日（日）
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2020 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 三種町

日　程　5月6日（水振替）予定
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 三種町

日　程　5月4日（月祝）
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 藤里町

日　程　6月19日（金）～20日（土）
場　所　白神岳・はちもり観光市
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

山泊白神岳＆市場ランチ 藤里町

日　程　6月21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 藤里町

日　程　5月30日（土）
場　所　小岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

残雪と新緑の白神山地ど真ん中! 藤里町

日　程　5月24日（日）
場　所　岳岱自然観察教育林、田苗代湿原ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

第44回白神山地自然観察会 藤里町

日　程　5月23日（土）
場　所　藤里駒ケ岳
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

第34回白神山地山開き登山 藤里町

日　程　6月21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

親子で体験隊！
あきた白神の初夏をエンジョイ 八峰町

日　程　5月下旬
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　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　5月24日（日）
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！
あきた白神の春をエンジョイ 八峰町

日　程　4月18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 八峰町

日　程　5月31日（日）
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　4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

桜咲く里山を楽しもう 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 八峰町

日　程　4月中旬
場　所　能代市役所さくら庭
問合せ　能代観光協会　☎88－8802

さくら庭　さくらまつり
食彩人屋台村 能代市

日　程　5月23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 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

米代川カヌー体験
気軽にツーリング（5.5km） 能代市

日　程　6月28日（日）、7月26日（日）
　　　　8月23日（日）、9月20日（日）
場　所　米代川（北秋田市～二ツ井）
問合せ　天神工房　☎88－8815

米代川カヌー体験
カヌーツーリング（10km） 能代市

日　程　6月から10月まで
場　所　道の駅ふたつい付近の米代川
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

米代川カヌー体験
道の駅ふたついプチカヌー 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2020 能代市

日　程　5月3日（日祝）～5日（火祝）
場　所　能代市総合体育館
問合せ　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 能代市

日　程　5月3日（日祝） 
場　所　二ツ井地域（富根・駒形地区を除く）
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

岩関神社・鎧神社ほか
二ツ井地域祭典 能代市

日　程　4月12日（日）
場　所　七座山
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

春いちばん!
春の妖精に会いに行こう 藤里町

日　程　5月31日（日）
場　所　二ツ森・はちもり観光市ほか
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

新緑の白神山地を望む
二ツ森＆市場ランチ 藤里町

日　程　6月27日（土）～28日（日）
場　所　白神岳・はちもり観光市
問合せ　秋田白神ガイド協会　☎79－2518

白神の名峰二座をキャンプで
はしご登山しちゃいます 藤里町

日　程　4月11日（土）～5月2日（土）
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） 能代市

日　程　5月10日（日）
場　所　兜神社
問合せ　二ツ井町観光協会　☎73－5075

兜神社祭典 能代市

日　程　5月31日（日）
場　所　能代市子ども館
問合せ　実行委員会（平川）　☎090－3984－8748

こどもまつり 能代市

日　程　5月7日（木）～31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

きみまち阪つつじまつり 能代市

日　程　6月中旬
場　所　檜山崇徳館
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58－3101

檜山茶手揉み体験 能代市

日　程　5月3日（日祝）～31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16日（土）
場　所　能代公園・松風庵・龍泉寺・景林神社
問合せ　能代公園おもしろ祭り実行委員会（川添）
　　　　☎080－4131－3634

能代公園おもしろ祭り 能代市
日　程　4月20日（月）～5月6日（水振替）
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25日（土）～26日（日）
場　所　未定
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 能代市

日　程　4月26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 能代市

日　程　4月下旬
場　所　能代工業団地交流会館
問合せ　東能代地域まちづくり協議会　☎58－3100

東能代桜並木フェスティバル 能代市

日　程　4月下旬
場　所　多宝院
問合せ　檜山地域まちづくり協議会　☎58－3101

檜山桜まつり 能代市

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２年４月～６月イベント情報まや ともの ろし

（令和２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

世 帯 数
圏域面積

圏 域 人 口
【内訳】男

女

35,540世帯
1,191.20㎢

78,598人
36,498人
42,100人


