


12月

２つの環境管理センター
（大井川・藤枝 し尿処理施設）

が新しくなります！
　焼津市と藤枝市の７割の人が、浄化槽や汲み
取り式トイレを使用しており、その浄化槽汚泥
やし尿を「大井川環境管理センター」と「藤枝環
境管理センター」できれいな水に処理し、海や
川に戻しています。
　将来の浄化槽汚泥の増加と施設の老朽化への
対応のため、現在の場所に新しい施設の建替え
をしていきます。
　この事業の内容については、今後もお知らせ
します。

新大井川環境管理センター 新藤枝環境管理センター

建設場所 焼津市飯淵2035番地 藤枝市善左衛門20番地

建設業者 クボタ環境サービス㈱ 水ｉｎｇ㈱

工事期間 平成30年7月27日～平成33年3月31日

運営業者 おおいがわ環境サービス㈱ ㈱水エコプラザ新藤枝

運営期間 平成33年4月1日～平成48年3月31日（15年間）

処理能力
１日当たり210kl

（し尿8kl、浄化槽汚泥202kl）

１日当たり160kl

（し尿5kl、浄化槽汚泥155kl）

水処理方式 「膜分離技術」を用いた最新の水処理方式です

資源化方式 処理水中に含まれる「リン」を回収します

契約金額全体 96億 120万円 77億 7,600万円

（うち設計・建設費） 50億 9,004万円 38億 8,800万円

（うち運営委託費） 45億 1,116万円 38億 8,800万円

事業概要

新大井川環境管理センターイメージ図 新藤枝環境管理センターイメージ図

※金額はいずれも消費税８％含む

新環境管理センター整備課　☎６３７－９５２２

10月 11月
日　時 催　事　名 問　合　先

9月4日（火）～12月2日（日）
・平　日　午前 9時～午後4時30分
・土日祝　午前10時～午後5時30分
9月15日（土）～17日(月・祝）、
　22日（土）～24日(月・休)
午前 9時～午後5時30分

焼津市・大井川町合併 10 周年記念
秋の特別展

「名探偵ナーゾとワンダーランドの秘宝」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800

9月29日（土）～11月18日（日） 焼津秋の鰹三昧 「焼津鰹三昧」実行委員会
627-6415

10月4日（木）
午後1時30分～午後2時30分

（開場13:00)

みんなの健康講座
「骨粗しょう症のお話」

焼津市立総合病院 病院総務課
623-3111

10月5日（金）～平成31年1月27日（日）
午前9時～午後5時

焼津市・大井川町合併 10 周年記念企画展
「大井川地区の文化遺産
 ー大井川最下流域に生まれた歴史
　と文化ー」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

10月6日(土)
午前10時～午後3時 藤枝市立総合病院 ふれあいフェスタ 藤枝市立総合病院 病院総務課

646-1111( 代 )
10月6日(土）
午前10時～午後3時 ふじえだプレイパーク 藤枝市教育政策課教育政策係

643-3271
10月8日(月・祝)
午後1時～午後3時 上小杉八幡宮の例祭 焼津市観光協会

626-6266

10月14日（日）～12月2日（日） 藤枝市民文化祭～秋の祭典 藤枝市民文化祭実行委員会事務局
631-6050

10月14日（日）
午前7時30分～午後3時 第 31 回大井川港釣り大会 大井川港釣り大会実行委員会

626-6266
10月14日（日）
午前10時30分～午後３時30分

て～しゃばストリート
「藤枝市民文化祭・ブラバンストリート」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

10月14日（日）
午前の部 午前11時～0時15分
午後の部 午後１時30分～２時45分

秋のカラダ＆みゅーじっくｄａｙ♪ 
れんげじスマイルホール

キッズパーク
641-7715

10月14日(日）
午後3時～

ファミリーコンサート オーケストラ
で聴くジブリ音楽

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

10月20日（土）
午前9時～午後2時 小川港さばまつり 小川漁業協同組合

624-8130
１０月２０日（土）
正午～

朝比奈大龍勢
 ※龍勢サミットを同会場で午前１０時より開催

藤枝市観光案内所
647-1144

10月21日（日）
午前10時～ 焼津ハロウィンカーニバル 焼津ハロウィン実行委員会

090-1626-9915

10月27日（土）・28日（日）
午前9時30分～午後3時

ふじえだ産業祭
「産業ゆめ・みらいスタジアム in ふじえだ」

ふじえだ産業祭実行委員会事務局
（藤枝市産業政策課）

643-3165
10月27日（土）
午前10時～ 白子100 円笑店街＆白子ハロウィン 白子名店街事務所

663-6113
10月28日（日）
午前10時30分～午後３時30分

て～しゃばストリート
「安全安心フェア&バスストリート」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

日　時 催　事　名 問　合　先
12月8日(土）
午前9時30分～午後3時

スポーツ＆健康フェスタ in ふじえだ
2018

藤枝市スポーツ振興課
643-3126

12月9日（日）
午前10時～

焼津　アートライン
ワークショップ＆マルシェ

ART あんえっとん実行委員会
090-4256-4035

12月9日（日）
午後5時～

CHEMISTRY LIVE TOUR 2018-19
“Gravity”

焼津文化会館
627-3111

12月15日(土)～16日(日)
1泊2日

にこにこ家族
～手作りで迎えるお正月～

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

12月15日（土）～
平成31年1月27日（日）

午前9時～午後5時
博物館企画展「お正月の郷土玩具」藤枝市郷土博物館・文学館

645-1100

12月16日（日）
午後2時～ おはなしのへや　クリスマス会 大井川図書館

622-9000
12月19日（水）
①正午～　②午後4時～

梅沢富美男劇団公演
梅沢富美男 魅力のすべて

焼津文化会館
627-3111

12月22日（土）
午後2時～ クリスマスおはなし会 焼津図書館

628-2334
12月24日（月・休）
正午～午後4時

楽しみながら実験・工作を体験！
「サイエンスフェスティバル～2018 冬～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

日　時 催　事　名 問　合　先
11月3日（土・祝）
午前9時～午後2時 大井川民俗資料保管庫特別公開 焼津市歴史民俗資料館

629-6847
１１月３日（土・祝）
午後４時～午後7時30分

ルミスタ☆ふじえだイルミネーション点灯式
ルミスタ北口マーケット

㈱まちづくり藤枝
645-1555

11月３日（土・祝）
午後５時１５分～ 上伝馬まとい祭り 上伝馬商店街事務局

643-3825
11月4日（日）
午後1時～午後4時

サイエンスワークショップ・楽しい科学工作
「音でダンシング・モール」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

11月8日(木）
午後2時～

平成 30 年度大井川寄席
霜月若手落語会

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月17日（土）
午後1時～

野田あすかピアノ・リサイタル
～こころのおと～

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月18日（日）
午前10時～午後3時 東海道岡部宿にぎわいまつり 藤枝市岡部支所

667-3411
11月18日（日）
午前10時～午後3時 焼津青少年の家まつり 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

11月19日（月） 西宮神社　えびす講市 焼津市観光協会
626-6266

11月19日（月）
午後５時～ 焼津イルミネーション　点灯式 焼津市商業・産業政策課

626-1175
11月23日（金・祝）～平成31年1月20日（日）
午前9時～午後5時

博物館特別展
「藤枝発！駿河の幕末維新展」

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

11月23日（金・祝）
午前10時～午後４時 やいづ食の祭典 焼津市食品衛生協会

629-6550
11月23日（金・祝）
午後5時30分～ 宿場の竹灯り　点灯式 藤枝市街道・文化課

643-3036
１１月２４日（土）
午後１時～２時　

ケロポンズの親子で Enjoy
コンサート

藤枝市児童課
643-6611

１１月２５日（日）※予定
午前１０時～ 滝ノ谷不動峡もみじまつり 藤枝市観光案内所

647-1144

出張防火講座 ≪消防職員が皆様のところにおじゃまして防火対策を伝授します。お気軽にお申込みください≫

1 内容

焼津市・藤枝市に在住、在勤、在学している人を含む５人
以上のグループ
平日　９：00 〜 17：00
実施時間：１時間程度（希望により変更有）
公民館、事業所等、自宅も可
※主催者側で準備してください
志太消防本部予防課　
☎   054-623-0119　　FAX  054-623-7870

２ 対象者

４ 実施場所

５ 申し込み先

３ 実施日時

・火災予防上の注意事項や心構えの講話
・万一火災が発生した場合の消火、避難、通報など初期対応の実技
※希望によっては、防火対策のビデオ上映、水消火器による消火器の取り扱い体験、煙体験ハウスで実際の 
　濃煙体験も可

2市生活排水処理形態別人口
（平成29年3月　一般廃棄物処理基本計画より）

  公共
下水道
85,023 人
　・焼津市 27,975 人
　・藤枝市 57,048 人

計203,743人
（①＋②＋③）
・焼津市114,223人
・藤枝市  89,520人

単独処理
 浄化槽
90.704 人②

・焼津市 42,207 人
・藤枝市 48,497 人

合併処理
浄化槽

104,395 人①
・焼津市 66,909 人
・藤枝市 37,486 人

し尿汲み取り
8,644 人③
・焼津市 5,107 人
・藤枝市 3,537 人

29.4％

3.0％31.4％

36.2％70.6％

2つの環境管理
センターで処理

下水道処理施設で処理

日　時 催　事　名 問　合　先
１２月２日（日）
午前１１時～午後３時

て～しゃばストリート
「ぱんマルシェ IN 藤枝」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

12月2日（日）
午後１時～午後4時　※予定

藤枝市民文化祭子ども・初心者文化体験教室
参加者合同発表会

藤枝市民文化祭実行委員会事務局
631-6050



12月

２つの環境管理センター
（大井川・藤枝 し尿処理施設）

が新しくなります！
　焼津市と藤枝市の７割の人が、浄化槽や汲み
取り式トイレを使用しており、その浄化槽汚泥
やし尿を「大井川環境管理センター」と「藤枝環
境管理センター」できれいな水に処理し、海や
川に戻しています。
　将来の浄化槽汚泥の増加と施設の老朽化への
対応のため、現在の場所に新しい施設の建替え
をしていきます。
　この事業の内容については、今後もお知らせ
します。

新大井川環境管理センター 新藤枝環境管理センター

建設場所 焼津市飯淵2035番地 藤枝市善左衛門20番地

建設業者 クボタ環境サービス㈱ 水ｉｎｇ㈱

工事期間 平成30年7月27日～平成33年3月31日

運営業者 おおいがわ環境サービス㈱ ㈱水エコプラザ新藤枝

運営期間 平成33年4月1日～平成48年3月31日（15年間）

処理能力
１日当たり210kl

（し尿8kl、浄化槽汚泥202kl）

１日当たり160kl

（し尿5kl、浄化槽汚泥155kl）

水処理方式 「膜分離技術」を用いた最新の水処理方式です

資源化方式 処理水中に含まれる「リン」を回収します

契約金額全体 96億 120万円 77億 7,600万円

（うち設計・建設費） 50億 9,004万円 38億 8,800万円

（うち運営委託費） 45億 1,116万円 38億 8,800万円

事業概要

新大井川環境管理センターイメージ図 新藤枝環境管理センターイメージ図

※金額はいずれも消費税８％含む

新環境管理センター整備課　☎６３７－９５２２

10月 11月
日　時 催　事　名 問　合　先

9月4日（火）～12月2日（日）
・平　日　午前 9時～午後4時30分
・土日祝　午前10時～午後5時30分
9月15日（土）～17日(月・祝）、
　22日（土）～24日(月・休)
午前 9時～午後5時30分

焼津市・大井川町合併 10 周年記念
秋の特別展

「名探偵ナーゾとワンダーランドの秘宝」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800

9月29日（土）～11月18日（日） 焼津秋の鰹三昧 「焼津鰹三昧」実行委員会
627-6415

10月4日（木）
午後1時30分～午後2時30分

（開場13:00)

みんなの健康講座
「骨粗しょう症のお話」

焼津市立総合病院 病院総務課
623-3111

10月5日（金）～平成31年1月27日（日）
午前9時～午後5時

焼津市・大井川町合併 10 周年記念企画展
「大井川地区の文化遺産
 ー大井川最下流域に生まれた歴史
　と文化ー」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

10月6日(土)
午前10時～午後3時 藤枝市立総合病院 ふれあいフェスタ 藤枝市立総合病院 病院総務課

646-1111( 代 )
10月6日(土）
午前10時～午後3時 ふじえだプレイパーク 藤枝市教育政策課教育政策係

643-3271
10月8日(月・祝)
午後1時～午後3時 上小杉八幡宮の例祭 焼津市観光協会

626-6266

10月14日（日）～12月2日（日） 藤枝市民文化祭～秋の祭典 藤枝市民文化祭実行委員会事務局
631-6050

10月14日（日）
午前7時30分～午後3時 第 31 回大井川港釣り大会 大井川港釣り大会実行委員会

626-6266
10月14日（日）
午前10時30分～午後３時30分

て～しゃばストリート
「藤枝市民文化祭・ブラバンストリート」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

10月14日（日）
午前の部 午前11時～0時15分
午後の部 午後１時30分～２時45分

秋のカラダ＆みゅーじっくｄａｙ♪ 
れんげじスマイルホール

キッズパーク
641-7715

10月14日(日）
午後3時～

ファミリーコンサート オーケストラ
で聴くジブリ音楽

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

10月20日（土）
午前9時～午後2時 小川港さばまつり 小川漁業協同組合

624-8130
１０月２０日（土）
正午～

朝比奈大龍勢
 ※龍勢サミットを同会場で午前１０時より開催

藤枝市観光案内所
647-1144

10月21日（日）
午前10時～ 焼津ハロウィンカーニバル 焼津ハロウィン実行委員会

090-1626-9915

10月27日（土）・28日（日）
午前9時30分～午後3時

ふじえだ産業祭
「産業ゆめ・みらいスタジアム in ふじえだ」

ふじえだ産業祭実行委員会事務局
（藤枝市産業政策課）

643-3165
10月27日（土）
午前10時～ 白子100 円笑店街＆白子ハロウィン 白子名店街事務所

663-6113
10月28日（日）
午前10時30分～午後３時30分

て～しゃばストリート
「安全安心フェア&バスストリート」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

日　時 催　事　名 問　合　先
12月8日(土）
午前9時30分～午後3時

スポーツ＆健康フェスタ in ふじえだ
2018

藤枝市スポーツ振興課
643-3126

12月9日（日）
午前10時～

焼津　アートライン
ワークショップ＆マルシェ

ART あんえっとん実行委員会
090-4256-4035

12月9日（日）
午後5時～

CHEMISTRY LIVE TOUR 2018-19
“Gravity”

焼津文化会館
627-3111

12月15日(土)～16日(日)
1泊2日

にこにこ家族
～手作りで迎えるお正月～

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

12月15日（土）～
平成31年1月27日（日）

午前9時～午後5時
博物館企画展「お正月の郷土玩具」藤枝市郷土博物館・文学館

645-1100

12月16日（日）
午後2時～ おはなしのへや　クリスマス会 大井川図書館

622-9000
12月19日（水）
①正午～　②午後4時～

梅沢富美男劇団公演
梅沢富美男 魅力のすべて

焼津文化会館
627-3111

12月22日（土）
午後2時～ クリスマスおはなし会 焼津図書館

628-2334
12月24日（月・休）
正午～午後4時

楽しみながら実験・工作を体験！
「サイエンスフェスティバル～2018 冬～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

日　時 催　事　名 問　合　先
11月3日（土・祝）
午前9時～午後2時 大井川民俗資料保管庫特別公開 焼津市歴史民俗資料館

629-6847
１１月３日（土・祝）
午後４時～午後7時30分

ルミスタ☆ふじえだイルミネーション点灯式
ルミスタ北口マーケット

㈱まちづくり藤枝
645-1555

11月３日（土・祝）
午後５時１５分～ 上伝馬まとい祭り 上伝馬商店街事務局

643-3825
11月4日（日）
午後1時～午後4時

サイエンスワークショップ・楽しい科学工作
「音でダンシング・モール」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

11月8日(木）
午後2時～

平成 30 年度大井川寄席
霜月若手落語会

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月17日（土）
午後1時～

野田あすかピアノ・リサイタル
～こころのおと～

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月18日（日）
午前10時～午後3時 東海道岡部宿にぎわいまつり 藤枝市岡部支所

667-3411
11月18日（日）
午前10時～午後3時 焼津青少年の家まつり 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

11月19日（月） 西宮神社　えびす講市 焼津市観光協会
626-6266

11月19日（月）
午後５時～ 焼津イルミネーション　点灯式 焼津市商業・産業政策課

626-1175
11月23日（金・祝）～平成31年1月20日（日）
午前9時～午後5時

博物館特別展
「藤枝発！駿河の幕末維新展」

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

11月23日（金・祝）
午前10時～午後４時 やいづ食の祭典 焼津市食品衛生協会

629-6550
11月23日（金・祝）
午後5時30分～ 宿場の竹灯り　点灯式 藤枝市街道・文化課

643-3036
１１月２４日（土）
午後１時～２時　

ケロポンズの親子で Enjoy
コンサート

藤枝市児童課
643-6611

１１月２５日（日）※予定
午前１０時～ 滝ノ谷不動峡もみじまつり 藤枝市観光案内所

647-1144

出張防火講座 ≪消防職員が皆様のところにおじゃまして防火対策を伝授します。お気軽にお申込みください≫

1 内容

焼津市・藤枝市に在住、在勤、在学している人を含む５人
以上のグループ
平日　９：00 〜 17：00
実施時間：１時間程度（希望により変更有）
公民館、事業所等、自宅も可
※主催者側で準備してください
志太消防本部予防課　
☎   054-623-0119　　FAX  054-623-7870

２ 対象者

４ 実施場所

５ 申し込み先

３ 実施日時

・火災予防上の注意事項や心構えの講話
・万一火災が発生した場合の消火、避難、通報など初期対応の実技
※希望によっては、防火対策のビデオ上映、水消火器による消火器の取り扱い体験、煙体験ハウスで実際の 
　濃煙体験も可

2市生活排水処理形態別人口
（平成29年3月　一般廃棄物処理基本計画より）

  公共
下水道
85,023 人
　・焼津市 27,975 人
　・藤枝市 57,048 人

計203,743人
（①＋②＋③）
・焼津市114,223人
・藤枝市  89,520人

単独処理
 浄化槽
90.704 人②

・焼津市 42,207 人
・藤枝市 48,497 人

合併処理
浄化槽

104,395 人①
・焼津市 66,909 人
・藤枝市 37,486 人

し尿汲み取り
8,644 人③
・焼津市 5,107 人
・藤枝市 3,537 人

29.4％

3.0％31.4％

36.2％70.6％

2つの環境管理
センターで処理

下水道処理施設で処理

日　時 催　事　名 問　合　先
１２月２日（日）
午前１１時～午後３時

て～しゃばストリート
「ぱんマルシェ IN 藤枝」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

12月2日（日）
午後１時～午後4時　※予定

藤枝市民文化祭子ども・初心者文化体験教室
参加者合同発表会

藤枝市民文化祭実行委員会事務局
631-6050




