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●消防隊員　
　工藤大亜消防士　
　採用２年目、昨年秋田県消防学校を
卒業し、日々の訓練に励んでいます。
　初めての火災出場では仲間と共に、
必死に消火活動に当たり、延焼拡大を
防ぐことができました。
　「早く一人前になれるよう頑張ります。
能代山本は俺が守る！」

●救助隊員　
　藤田拓真副士長　
　７月に開催された秋田県救助大会に
おいて、高所の水平に張られた20ｍ
のロープを渡るロープブリッジ渡過で
往復を17.2秒で渡り、優勝しました！
東京都で行われる全国大会への出場切
符を手に入れました。
　「今まで頑張ってきた努力が実りま
した。全国大会では悔いのないよう全
力で頑張りたい」

●救急隊員　
　佐藤照明士長　
　今年の３月に救急救命士試験に合格
しました！
　「患者さんへの配慮や事故防止に努
めながらの緊急走行は気をつかいます。
患者さんの容態によってはゆっくり走
行することもありますので、皆さんの
ご理解をお願いします」

◎２ページに消防職員採用試験の案内を掲載しています。

写真は、組合構成４市町広報の表紙を飾った写真です。 内容の紹介
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《南部清掃工場》
ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果

〇ばい煙濃度

〇ダイオキシン類排出濃度

《中央衛生処理場》
〇放流水水質検査

単位：ng-TEQ/㎥N 単位：ng-TEQ/g

環境衛生課から測定結果をお知らせします環境衛生課から測定結果をお知らせします環境衛生課から測定結果をお知らせします
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【試験区分】上級、初級
【採用予定人員】上級・初級合わせて５人程度
【受験資格等の主なるもの】
○上級…平成４年４月２日から平成13年４月１日まで
に生まれた者で、大学を卒業又は、令和５年３月31
日までに卒業見込みの者
○初級…平成４年４月２日から平成17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５年３月31日までに卒業見込みの者
○身体…身長は、男性はおおむね160㎝以上、女性はお
おむね155㎝以上、体重は、男性はおおむね50㎏以
上、女性はおおむね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以上で赤色、青
色及び黄色の色彩の識別ができること。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

【試験の期日及び場所】
○令和４年10月16日（日） 
　秋田しらかみ看護学院
　（能代市落合字下悪土120番地）
【受付期間等】
○令和４年９月14日（水）まで（土、日曜日は除く）
　午前９時から午後５時まで
【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。

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。

能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課
〒016－0851　能代市緑町２番22号　
電話0185－52－0403

問合せ
申込み

令和４年度消防職員採用試験
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能代山本スポーツリゾートセンター アリナス
能代市落合字下台2番地1　問合せ・申込み　電話0185－54－9200

【開館時間】午前９時～午後９時

体育館
●ラージボール卓球教室
【日　時】10／４、11、18、25、11／１（毎週

火曜日）、午後１時30分～午後３時30分
【定　員】16名（成年）
【費　用】1,100円
【申込み】９月10日～30日に
　　　　　フロントに申し込む
　　　　　（先着順）

●ヨーガ教室
【日　時】10／17、24、31、11／７、14（毎週

月曜日）、午前10時～午前11時30分
【定　員】16名（成年女性）
【費　用】1,100円
【申込み】９月10日～30日に
　　　　　フロントに申し込む
　　　　　（先着順）

10月は、アクア体操（水中運動）、バランスボールエクササイズ、メタボ予防運動教室も開催します
ので、詳細についてはお問い合せください。

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　問合せ・申込み　電話0185－58－5295

【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）

生きがい活動支援サービス 交流サービス
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・山本郡にお住まいの、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。

【主な施設】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

【食　　堂】休館日以外、営業します。

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。

　売却物品、入札手続きについては、能代山本広域市町村圏組合ホームページでご確認いただくか、総務
企画課へお問い合わせください。申込書などの関係書類はホームページからダウンロードできます。
【物品種類】事務用物品、介護用物品、施設用物品
【入札申込】令和４年９月20日（火）　午後５時まで　※土、日曜日及び祝日を除く
【申込方法】指定の申込書に記入し、必要書類を添付して持参または書留郵便にてお申し込みください。
【物品公開】令和４年９月７日（水）から９月16日（金）まで　※原則申込が必要です。
【入札期間】令和４年10月３日（月）から10月７日（金）　午後５時まで
【開 札 日】令和４年10月11日（火）
問合せ・申込み　能代山本広域市町村圏組合事務局総務企画課
　　　　　　　　電話0185－89－2316　https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp

フロント職員募集（会計年度任用職員）フロント職員募集（会計年度任用職員）
【問 合 せ 先】総務企画課　電話0185－89－2316
【勤 務 場 所】能代山本スポーツリゾートセンター

アリナス
【募集人員等】１名
【業 務 内 容】フロント業務（受付等）
【勤 務 時 間】交代制　① 8：30 ～ 16：30

　　　　②11：30 ～ 19：30
　　　　③13：30 ～ 21：30

【賃　金　等】日給制、期末手当年２回、通勤手当
【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。

旧海潮園の不用備品等を売却します
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能代山本スポーツリゾートセンター アリナス
能代市落合字下台2番地1　問合せ・申込み　電話0185－54－9200

【開館時間】午前９時～午後９時

体育館
●ラージボール卓球教室
【日　時】10／４、11、18、25、11／１（毎週

火曜日）、午後１時30分～午後３時30分
【定　員】16名（成年）
【費　用】1,100円
【申込み】９月10日～30日に
　　　　　フロントに申し込む
　　　　　（先着順）

●ヨーガ教室
【日　時】10／17、24、31、11／７、14（毎週

月曜日）、午前10時～午前11時30分
【定　員】16名（成年女性）
【費　用】1,100円
【申込み】９月10日～30日に
　　　　　フロントに申し込む
　　　　　（先着順）

10月は、アクア体操（水中運動）、バランスボールエクササイズ、メタボ予防運動教室も開催します
ので、詳細についてはお問い合せください。

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　問合せ・申込み　電話0185－58－5295

【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）

生きがい活動支援サービス 交流サービス
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・山本郡にお住まいの、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。

【主な施設】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

【食　　堂】休館日以外、営業します。

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。

　売却物品、入札手続きについては、能代山本広域市町村圏組合ホームページでご確認いただくか、総務
企画課へお問い合わせください。申込書などの関係書類はホームページからダウンロードできます。
【物品種類】事務用物品、介護用物品、施設用物品
【入札申込】令和４年９月20日（火）　午後５時まで　※土、日曜日及び祝日を除く
【申込方法】指定の申込書に記入し、必要書類を添付して持参または書留郵便にてお申し込みください。
【物品公開】令和４年９月７日（水）から９月16日（金）まで　※原則申込が必要です。
【入札期間】令和４年10月３日（月）から10月７日（金）　午後５時まで
【開 札 日】令和４年10月11日（火）
問合せ・申込み　能代山本広域市町村圏組合事務局総務企画課
　　　　　　　　電話0185－89－2316　https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp

フロント職員募集（会計年度任用職員）フロント職員募集（会計年度任用職員）
【問 合 せ 先】総務企画課　電話0185－89－2316
【勤 務 場 所】能代山本スポーツリゾートセンター

アリナス
【募集人員等】１名
【業 務 内 容】フロント業務（受付等）
【勤 務 時 間】交代制　① 8：30 ～ 16：30

　　　　②11：30 ～ 19：30
　　　　③13：30 ～ 21：30

【賃　金　等】日給制、期末手当年２回、通勤手当
【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。

旧海潮園の不用備品等を売却します
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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。

　　広域広報へのご意見やご要望をお寄せください。　Eメール：c-kouiki@shirakami.or.jp

日々奮闘中！！
八峰消防署の消防士を紹介します。

日々奮闘中！！
八峰消防署の消防士を紹介します。

日々奮闘中！！
八峰消防署の消防士を紹介します。

●消防隊員　
　工藤大亜消防士　
　採用２年目、昨年秋田県消防学校を
卒業し、日々の訓練に励んでいます。
　初めての火災出場では仲間と共に、
必死に消火活動に当たり、延焼拡大を
防ぐことができました。
　「早く一人前になれるよう頑張ります。
能代山本は俺が守る！」

●救助隊員　
　藤田拓真副士長　
　７月に開催された秋田県救助大会に
おいて、高所の水平に張られた20ｍ
のロープを渡るロープブリッジ渡過で
往復を17.2秒で渡り、優勝しました！
東京都で行われる全国大会への出場切
符を手に入れました。
　「今まで頑張ってきた努力が実りま
した。全国大会では悔いのないよう全
力で頑張りたい」

●救急隊員　
　佐藤照明士長　
　今年の３月に救急救命士試験に合格
しました！
　「患者さんへの配慮や事故防止に努
めながらの緊急走行は気をつかいます。
患者さんの容態によってはゆっくり走
行することもありますので、皆さんの
ご理解をお願いします」

◎２ページに消防職員採用試験の案内を掲載しています。

写真は、組合構成４市町広報の表紙を飾った写真です。 内容の紹介
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能代市　『地域おこし協力隊通信　活動クローズアップ』

藤里町 『三年ぶりの消防大会』

三種町　『笑顔はじける交流施設　「みっしゅ」にあつまれ～♪』

八峰町　『日頃の訓練の成果を～八峰町消防操法大会～』

能代市 藤里町

三種町 八峰町
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