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写真は、組合構成4市町広報の表紙を飾った写真です。

■能代市　『納豆の日～檜山納豆～』

■藤里町　『願いが叶うといいなぁ』

■三種町　『浜辺の夜を幻想的に　砂像と竹あかりの共演♪』

■八峰町　『上手に植えたよ～小学校人権の花植栽式～』

内容の紹介

能代市 藤里町

三種町 八峰町



環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ
ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果

【試験区分】　上級、初級
【採用予定人員】 　上級・初級合わせて２人程度
【受験資格等の主なるもの】
○上級…平成３年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた者で、大学を卒業又は、令和４年３月31
日までに卒業見込みの者
○初級…平成３年４月２日から平成16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４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
※今年度から採用年齢上限を上級、初級ともに24歳か
ら 30歳に変更しました。

【試験の期日及び場所】
○令和３年10月 17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３年８月16日（月）から９月10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】
○受験案内と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するか、能代山本広域市町村圏組
合のホームページでダウンロードしてください。
○写真は６か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。

令和３年度消防職員採用試験を
次のとおり行います。

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

※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。

問合せ
申込み

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

能代山本スポーツリゾートセンター アリナス

トレーニングルーム

能代市落合字下台２番地１　申込み・問合せ　☎54-9200
【営業時間】 午前９時～午後９時

●バランスボールエクササイズ
【日　時】木曜コース：10／14、21、28

　　　　　　午後1時30分～午後2時30分
金曜コース：10／15、22、29
　　　　　　午前10時30分～午前11時30分

【定　員】各コース　一般男女20人
【費　用】１人　1,000円
【申込み】9月10日～20日までにフロントに直接申し

込む。※申込み多数の場合抽選

プール
●アクア体操【水中運動】
【日　時】火曜コース：10／12、19、26

　　　　　　午後1時30分～午後2時20分
　　　　　　午後2時30分～午後3時20分
金曜コース：10／15、22、29
　　　　　　午後1時30分～午後2時20分
　　　　　　午後2時30分～午後3時20分

【定　員】各コース　一般男女20人
【費　用】１人　1,000円
【申込み】9月10日～20日までに

フロントに直接申し込む。
※申込み多数の場合抽選

高齢者交流センター おとも苑

生きがい活動支援サービス
おとも苑では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。

能代市字腹鞁ノ沢１９番地１０　申込み・問合せ　☎58-5295

【開館時間】 午前８時～午後６時
【休 館 日】 毎週月曜日
　　　　　（祝日の場合は翌日）

軽運動・趣味活動を通して生きがい・健康づくりを支
援します
【対　象】能代市・山本郡にお住いの、おおむね65歳

以上で介護保険の対象とならない方
【費　用】１回　700円
【内　容】健康チェック、入浴、昼食、休養、軽運動、

各種レクリエーション行事など
※月に３～４回、マイクロバスで送迎します。

交流サービス
【施　設】健康増進ホール、多目的ホール、創作ホー

ル、研修室、休憩室、浴場
【料　金】入館料　小学生以上　１回券　　300円

６回券　1,530円
【研修室】午前８時～正午　400円　（　810円）

正午～午後６時　600円　（1,210円）
※（　）内は冷暖房使用時

【賃　金　等】　月給、期末手当年２回、夜間勤務手当、通勤手当
　　　　　　　※昇給あり
　　　　　　　※月給には経験年数が加味されます。

【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。

【そ　の　他】　会計年度任用職員は、
地方公務員（非常勤職員）
となります。

【問 合 せ 先】　広域事務局　☎８９－２３１６
【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】　５～６名
【業 務 内 容】　利用者（高齢者）の介護業務全般
【勤 務 時 間】　通常、8:30～ 17:15

早番、7:00～ 15:45
　　 または 7:30 ～ 16:15
遅番、10:00 ～ 18:45
夜勤、17:00 ～ 9:45

介護員募集（会計年度任用職員）

《南部清掃工場》
〇ばい煙濃度

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
（mg/㎥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
（mg/㎥N）

排出基準 0.08 69 250 700 0.08 65 250 700

R3.5.20測定 0.061 0.18 110 57 0.00065未満 0.32 130 47

《中央衛生処理場》
〇放流水水質検査

ｐＨ ＢＯＤ
(mg/ℓ)

ＳＳ
(mg/ℓ)

鉱油類
含有量
(mg/ℓ)

動植物
油脂類
含有量
(mg/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
(mg/ℓ)

よう素
消費量
(mg/ℓ)

大腸菌
群数
(個/c㎥)

基準値 ５を超え９未満 600未満 600未満 5 30 380未満 220未満 3000

R3.5.25測定 7.6 5.3 14 2.0未満 2.0未満 1.0未満 35 620
※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。

〇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 R2.8.27 0.57 5

２号炉 R2.8.28 0.06 5

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 R2.8.27 0.019 3 R2.11.13 1.5 3

２号炉 R2.8.28 0.0013 3 R2.11.13 1.5 3
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環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ環境衛生課からのお知らせ
ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果

【試験区分】　上級、初級
【採用予定人員】 　上級・初級合わせて２人程度
【受験資格等の主なるもの】
○上級…平成３年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた者で、大学を卒業又は、令和４年３月31
日までに卒業見込みの者
○初級…平成３年４月２日から平成16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４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
※今年度から採用年齢上限を上級、初級ともに24歳か
ら 30歳に変更しました。

【試験の期日及び場所】
○令和３年10月 17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３年８月16日（月）から９月10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】
○受験案内と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するか、能代山本広域市町村圏組
合のホームページでダウンロードしてください。
○写真は６か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。

令和３年度消防職員採用試験を
次のとおり行います。

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

※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。

問合せ
申込み

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

能代山本スポーツリゾートセンター アリナス

トレーニングルーム

能代市落合字下台２番地１　申込み・問合せ　☎54-9200
【営業時間】 午前９時～午後９時

●バランスボールエクササイズ
【日　時】木曜コース：10／14、21、28

　　　　　　午後1時30分～午後2時30分
金曜コース：10／15、22、29
　　　　　　午前10時30分～午前11時30分

【定　員】各コース　一般男女20人
【費　用】１人　1,000円
【申込み】9月10日～20日までにフロントに直接申し

込む。※申込み多数の場合抽選

プール
●アクア体操【水中運動】
【日　時】火曜コース：10／12、19、26

　　　　　　午後1時30分～午後2時20分
　　　　　　午後2時30分～午後3時20分
金曜コース：10／15、22、29
　　　　　　午後1時30分～午後2時20分
　　　　　　午後2時30分～午後3時20分

【定　員】各コース　一般男女20人
【費　用】１人　1,000円
【申込み】9月10日～20日までに

フロントに直接申し込む。
※申込み多数の場合抽選

高齢者交流センター おとも苑

生きがい活動支援サービス
おとも苑では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。

能代市字腹鞁ノ沢１９番地１０　申込み・問合せ　☎58-5295

【開館時間】 午前８時～午後６時
【休 館 日】 毎週月曜日
　　　　　（祝日の場合は翌日）

軽運動・趣味活動を通して生きがい・健康づくりを支
援します
【対　象】能代市・山本郡にお住いの、おおむね65歳

以上で介護保険の対象とならない方
【費　用】１回　700円
【内　容】健康チェック、入浴、昼食、休養、軽運動、

各種レクリエーション行事など
※月に３～４回、マイクロバスで送迎します。

交流サービス
【施　設】健康増進ホール、多目的ホール、創作ホー

ル、研修室、休憩室、浴場
【料　金】入館料　小学生以上　１回券　　300円

６回券　1,530円
【研修室】午前８時～正午　400円　（　810円）

正午～午後６時　600円　（1,210円）
※（　）内は冷暖房使用時

【賃　金　等】　月給、期末手当年２回、夜間勤務手当、通勤手当
　　　　　　　※昇給あり
　　　　　　　※月給には経験年数が加味されます。

【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。

【そ　の　他】　会計年度任用職員は、
地方公務員（非常勤職員）
となります。

【問 合 せ 先】　広域事務局　☎８９－２３１６
【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】　５～６名
【業 務 内 容】　利用者（高齢者）の介護業務全般
【勤 務 時 間】　通常、8:30～ 17:15

早番、7:00～ 15:45
　　 または 7:30 ～ 16:15
遅番、10:00 ～ 18:45
夜勤、17:00 ～ 9:45

介護員募集（会計年度任用職員）
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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。

再生紙を使用しています。

広 情 コ ナ域 報 ー ー

能 代 山 本 の ミ ニ 統 計
圏 域 人 口
 【内訳】男
 女
世 帯 数
圏 域 面 積

{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

発  行  編  集

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　能代山本広域交流センター内

☎0185-89-2316　FAX 0185-89-4280
https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp/

消防本部と消防防災ヘリコプターなまはげ
合同訓練を実施しました！

消防本部と消防防災ヘリコプターなまはげ
合同訓練を実施しました！

７６，０１７人　
３５，２９７人　
４０，７２０人　
３５，４１３世帯

１，１９１．２０㎢　
（令和3年8月1日現在　住民基本台帳）

全国消防イメージキャラクター
「消太」

　令和３年７月２７日（火）、「二ツ井野球場」において、能代山本広域市町村圏組合消防本部（二ツ
井消防署）と秋田県消防防災航空隊は、山中で行方不明者が発生した想定で、航空隊員と救急救命
士が上空から降下し、傷病者への救命処置を実施後、ヘリコプターに引き継ぐ手順を確認しました。
　消防本部としては、訓練に参加した若手職員の中からも、更に、訓練に励み、高い技術を身に付
け、優秀な救急救命士や航空隊員となることを期待します。

秋田県消防防災航空隊とは 
　秋田県内の消防本部から派遣された職員が航空隊員となり、県内全域の水難事故や山岳遭難
事故における救助活動、山村やへき地からの救急搬送、林野火災の空中消火や大規模火災時に
おける避難誘導等の広報及び被害状況調査を主な任務としています。
　能代山本広域市町村圏組合消防本部からは、現在１名の職員を派遣しています。

防災ヘリから航空隊員と救急救命士が降下（上空約３０ｍ）し、地上部隊と連携活動を実施

傷病者を固定後、航空隊員とともに引き上げる様子

訓 練 写 真


