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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!!
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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
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