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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　『渟城南小学校  日本なし収穫体験』

■藤里町　『目指せ！１番』

■三種町　『Cheerful Wind ～みんなで紡ぎ織なす山中祭～』

■八峰町　『金メダル目指して ～子ども園運動会～』
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能代山本広域市町村圏組合消防本部　予防課　危険物担当　☎52－3312
落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！消防本部からの

お知らせ 問合せ先

　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。

 〈降雪期に注意すること〉
•配管の損傷防止やホームタンク・ガズボンベの転倒防止を図りましょう
•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しましょう
•屋根からの落雪があった時は、一度確認しましょう
 〈ホームタンクで注意すること〉
•灯油の移し替えの際は、その場を離れないようにしましょう
•残油量は常に確認しましょう
•万が一流出した場合は、速やかに消防署等に連絡しましょう
 〈ガスボンベで注意すること〉
•緊急時に容器バルブを閉止できるように、ガス設備周りを除雪しましょう

令和２年度決算状況令和２年度決算状況 組合の財政状況をお知らせします

会　　　　　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

715,646,969円
1,663,799円

644,822,241円
1,096,572円

70,824,728円
567,227円

歳入

歳出

分担金及び負担金
 2,879,770,000円（88.0%）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの負担金

消防費
1,982,927,792円（62.6%）
本部費、署費等

総務費  56,001,489円（1.8%）
公債費  3,067,500円（0.1%）
議会費  391,152円（0.0%）

使用料及び手数料
 115,997,920円（3.5%）
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、中央衛生処理場、
消防・救急関係証明等手数料

衛生費
860,653,635円（27.2%）
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、
一般廃棄物処理施設整備事業費

教育費
175,328,578円（5.5%）
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  88,920,960円（2.8%）
高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

繰越金  110,931,538円（3.4%）
国庫支出金  27,168,000円（0.8%） 諸収入  139,986,658円（4.3%）

財産収入  128,158円（0.0%）

一 般 会 計

特 別 会 計

歳入 3,273,982,274円 歳出 3,167,291,106円 差引 106,691,168円

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

広域交流センター　☎５４－５３００
１２月２７日（月）～１月３日（月）

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

広域組合施設の
年末・年始の休みのお知らせ

北部粗大ごみ処理工場　☎７６－３９０３
１月１日（土）～１月３日（月）

南部清掃工場　☎８５－３２２５
１月１日（土）～１月３日（月）

広域組合施設をご利用ください広域組合施設をご利用ください
【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

※その他、日勤のみやパート希望も相談
に応じます。

【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。

●アクア体操【水中運動】
　【日　時】　火曜コース：１／１１、１８、２５
　　　　　　　①午後１時３０分～午後２時２０分
　　　　　　　②午後２時３０分～午後３時２０分
　　　　　　金曜コース：１／１４、２１、２８
　　　　　　　①午後１時３０分～午後２時２０分
　　　　　　　②午後２時３０分～午後３時２０分
　【定　員】　各コース　一般男女２０名
　【費　用】　１人　１，０００円
　【申込み】　１２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

●バランスボールエクササイズ
　【日　時】　木曜コース：１／１３、２０、２７
　　　　　　　午後１時３０分～午後２時３０分
　　　　　　金曜コース：１／１４、２１、２８
　　　　　　　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】　１２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

●メタボ予防運動教室
　【日　時】　１／１７～３／７の毎週月曜日（計８回）
　　　　　　午後１時３０分～午後３時３０分まで
　【定　員】　一般男女１２名
　【費　用】　１人　２，６００円
　【申込み】　１２月１０日～１月６日までに申し込む
　　　　　　※定員になり次第締め切り

※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。

介護員募集（会計年度任用職員）介護員募集（会計年度任用職員）
アリナス
問合せ・申込み　☎54-9200

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

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
能代厚生医療センター
能代厚生医療センター
ＪＣＨＯ秋田病院

12月26日（日）
1月 1日（土）
1月 2日（日）
1月 3日（月）

鹿渡内科医院
小泉医院
佐藤医院
山須田医院

12月26日（日）
1月 2日（日）

石川こどもクリニック
平野医院

▶在宅当番病院・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】

※変更になる場合がありますので、新聞や電話等で事前にご確認ください。

急病・けがのときは！年末・年始

 広域広報  のしろやまもと2



能代山本広域市町村圏組合消防本部　予防課　危険物担当　☎52－3312
落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！落雪によるガス漏れ・油流出事故にご注意を！消防本部からの

お知らせ 問合せ先

　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。

 〈降雪期に注意すること〉
•配管の損傷防止やホームタンク・ガズボンベの転倒防止を図りましょう
•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しましょう
•屋根からの落雪があった時は、一度確認しましょう
 〈ホームタンクで注意すること〉
•灯油の移し替えの際は、その場を離れないようにしましょう
•残油量は常に確認しましょう
•万が一流出した場合は、速やかに消防署等に連絡しましょう
 〈ガスボンベで注意すること〉
•緊急時に容器バルブを閉止できるように、ガス設備周りを除雪しましょう

令和２年度決算状況令和２年度決算状況 組合の財政状況をお知らせします

会　　　　　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

715,646,969円
1,663,799円

644,822,241円
1,096,572円

70,824,728円
567,227円

歳入

歳出

分担金及び負担金
 2,879,770,000円（88.0%）
能代市、藤里町、三種町、八峰町からの負担金

消防費
1,982,927,792円（62.6%）
本部費、署費等

総務費  56,001,489円（1.8%）
公債費  3,067,500円（0.1%）
議会費  391,152円（0.0%）

使用料及び手数料
 115,997,920円（3.5%）
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、中央衛生処理場、
消防・救急関係証明等手数料

衛生費
860,653,635円（27.2%）
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、
一般廃棄物処理施設整備事業費

教育費
175,328,578円（5.5%）
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  88,920,960円（2.8%）
高齢者交流センター運営費、介護認定審査会運営費

繰越金  110,931,538円（3.4%）
国庫支出金  27,168,000円（0.8%） 諸収入  139,986,658円（4.3%）

財産収入  128,158円（0.0%）

一 般 会 計

特 別 会 計

歳入 3,273,982,274円 歳出 3,167,291,106円 差引 106,691,168円

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

広域交流センター　☎５４－５３００
１２月２７日（月）～１月３日（月）

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

広域組合施設の
年末・年始の休みのお知らせ

北部粗大ごみ処理工場　☎７６－３９０３
１月１日（土）～１月３日（月）

南部清掃工場　☎８５－３２２５
１月１日（土）～１月３日（月）

広域組合施設をご利用ください広域組合施設をご利用ください
【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

※その他、日勤のみやパート希望も相談
に応じます。

【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。

●アクア体操【水中運動】
　【日　時】　火曜コース：１／１１、１８、２５
　　　　　　　①午後１時３０分～午後２時２０分
　　　　　　　②午後２時３０分～午後３時２０分
　　　　　　金曜コース：１／１４、２１、２８
　　　　　　　①午後１時３０分～午後２時２０分
　　　　　　　②午後２時３０分～午後３時２０分
　【定　員】　各コース　一般男女２０名
　【費　用】　１人　１，０００円
　【申込み】　１２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

●バランスボールエクササイズ
　【日　時】　木曜コース：１／１３、２０、２７
　　　　　　　午後１時３０分～午後２時３０分
　　　　　　金曜コース：１／１４、２１、２８
　　　　　　　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】　１２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

●メタボ予防運動教室
　【日　時】　１／１７～３／７の毎週月曜日（計８回）
　　　　　　午後１時３０分～午後３時３０分まで
　【定　員】　一般男女１２名
　【費　用】　１人　２，６００円
　【申込み】　１２月１０日～１月６日までに申し込む
　　　　　　※定員になり次第締め切り

※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。

介護員募集（会計年度任用職員）介護員募集（会計年度任用職員）
アリナス
問合せ・申込み　☎54-9200

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

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
能代厚生医療センター
能代厚生医療センター
ＪＣＨＯ秋田病院

12月26日（日）
1月 1日（土）
1月 2日（日）
1月 3日（月）

鹿渡内科医院
小泉医院
佐藤医院
山須田医院

12月26日（日）
1月 2日（日）

石川こどもクリニック
平野医院

▶在宅当番病院・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】

※変更になる場合がありますので、新聞や電話等で事前にご確認ください。

急病・けがのときは！年末・年始

 広域広報  のしろやまもと 3



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/

【問合せ】　高齢者交流センター「おとも苑」　能代市字腹鞁ノ沢１９番地１０ ☎58-5295

おとも苑食堂 大好評営業中!おとも苑食堂 大好評営業中!

７５，７０９人　
３５，１７４人　
４０，５３５人　
３５，３２１世帯

１，１９１．２０㎢　
（令和3年１１月１日現在　住民基本台帳）

「おとも苑」は、高齢者の在宅福祉の向上及び交流の推進を図るため、生きがい活動支援と交流の場を
提供しております。生きがい活動支援サービスは、介護保険制度の対象とならない高齢者に、軽運動・
ゲーム・趣味活動等を通して健康づくりを支援します。交流施設では、高齢者やその家族、団体など、
どなたでも、休憩、入浴、保養、スポーツ、娯楽、学習、研修、会議、創作活動等ができます。

●営業時間／火曜～土曜日 11：30～ 15：00　日曜日 11：00～ 15：00
※おとも苑食堂は、休館日（月曜日）のほか、月２回休業日があります。事前にご確認の上、お越しください。
※食堂のみ利用の場合、おとも苑の入館料は無料です。

見て満足、食べて満足、食いごたえあり! おとも苑施設長おすすめの「唐揚げ定食」

生きがい活動支援サービスで
「おとも苑式ボッチャ」を楽しむ利用者

健康増進ホールでは
卓球やバドミントンが楽しめます

「とんかつ定食」をほおばる施設長「唐揚げ定食」 ¥780

「とんかつ定食」もおすすめ！

   迷ったら、いいとこどりの

「日替わり弁当」もありだすよ！


