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ペット火葬案内　～ペット等動物の火葬受付について～　平成20年12月23日、焼津市文化センターで「市民参
加の第九」が開催されました。オーケストラに東京交響
楽団、指揮者に大友直人氏をお迎えし、地域住民で結成
された合唱団が「第九」を合唱しました。

参加者の声　伊藤真知子さん
　半年間の練習では様々なドラマがありました。全員で
励まし支えあい元気に本番を迎えられましたことは、ま
さにチームワークの勝利です。歌い終えたときのみんな
の達成感に溢れた顔が今も忘れられません。観客の皆様
にも感動をお伝え出来たことを本当に嬉しく思います。

募集要領
①応募資格
　焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町にお住ま
いか、通勤・通学をしている方・または上記３
市１町の出身である等、３市１町にゆかりのあ
る方、静岡県中部看護専門学校にゆかりのある方
②歌詞内容
　看護の道を目指す学生の心の拠り所となり、
静岡県中部看護専門学校で学ぶことに誇りを感
じるような「看護の心」「看護への応援」「看護
への期待」を歌った歌詞とし、日々口ずさめる
ような親しみのあるもの。自作・未発表で第三
者の著作物を利用していないにもの限ります。
③選考
　最優秀賞１点、優秀賞数点を選定し、選定さ
れた方には謝礼を差し上げます。
④発表
　決定次第、選定された個人宛にお知らせしま
す。作曲は「走れコウタロー」「岬めぐり」で
有名な山本コウタローさんにお願いする予定で
す。
　なお、作曲の際、歌詞原案には一部加筆・削
除がされることがあります。

　志太広域事務組合が設立運営している静岡県中部看護専門学校では、創立20周年を迎えるにあたり、校
歌を制定いたします。歌詞の原案を下記要領により広く皆様から募集します。

⑤応募方法
　歌詞には題名をつけ、400字詰め原稿用紙1
枚程度で２番または３番まで。ワープロ使用の
場合には1行20字20行程度。いずれの場合にも
漢字にはふりがなをふってください。
　おひとりで何通応募いただいてもかまいませ
んが、同じ歌詞は１通に限ります。
　原稿とは別に住所・氏名・年齢・職業・連絡
先電話番号を明記した別紙を原稿の上にホッチ
キス等でしっかりと綴り、確実な方法で郵送し
てください。
応募先：〒425-0035

焼津市東小川一丁目6番地の9
静岡県中部看護専門学校　校歌制定実
行委員会

締切：平成21年５月15日㈮必着
⑥問い合わせ先
静岡県中部看護専門学校
℡629-4311

志太広域事務組合　芸術文化等振興事業　市民参加の第九

静岡県中部看護専門学校の校歌歌詞を募集します
焼津市

４月４日㈯ 世界天文年特別企画「世界一周観望会inディスカバリーパー
ク焼津」（※雨曇天中止）　午後７時～午後８時30分

  問ディスカバリーパーク焼津
４月11日㈯、12日㈰　キッズプラネタリウム「春の星座とからす座のお話し」
 午前11時～午前11時40分 問ディスカバリーパーク焼津
４月12日㈰ 第24回焼津みなとマラソン・第21回大学ペアマラソン大会
 午前７時45分～ 問焼津市体育協会事務局
４月12日㈰ 焼津みなとまつり　午前９時30分～午後３時30分
  問焼津商工会議所
４月18日㈯ スポーツクラブ①（軽スポーツを自由に体験できます。）
 午前９時～ 問焼津市スポーツ振興課
４月18日㈯～６月28日㈰　プラネタリウム星空散歩「土星の環がなくなる!?」 
 平日 午後２時30分　土日祝 午後２時30分、午後５時30分
  問ディスカバリーパーク焼津
４月18日㈯～７月12日㈰　特別展「ニュートリノってなぁに!? ～地底でさ

がす宇宙からのメッセージ～」
 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 
  問ディスカバリーパーク焼津
４月18日㈯～ 11月中旬　プラネタリウム家族向け番組「ぬすまれた月」
 土日祝 午後１時～ 問ディスカバリーパーク焼津
４月25日㈯ 春の講演会「近世東海道と山西地域」　午後２時～
  問焼津市歴史民俗資料館
４月29日（祝・水）　大井川港朝市　午前８時～午後０時 問大井川町商工会
４月29日（祝・水）　市民トリム（歩け歩け）大会　午前９時～
  問焼津市スポーツ振興課
５月２日㈯ 伝統文化子ども教室「あそぶおりがみをつくろう！」 
 午前の部 午前10時～午前11時30分　午後の部 午後１時30分

～午後３時 問焼津市歴史民俗資料館
５月３日㈰、４日（祝・月）　焼津さかなセンター祭り
 午前９時～午後５時 問焼津さかなセンター
５月16日㈯ スポーツクラブ②（軽スポーツを自由に体験できます。）
 午前９時～ 問焼津市スポーツ振興課
５月17日㈰ 静浜基地航空祭　午前９時～午後３時ころ 問航空自衛隊
６月13日㈯ スポーツクラブ③（軽スポーツを自由に体験できます。）
 午前９時～ 問焼津市スポーツ振興課
６月14日㈰ ラジオ体操Ｂ級指導者講習会　午前８時30分～
  問焼津市スポーツ振興課

４月４日㈯ 第二十八回献茶祭　午後１時～ 問藤枝市役所農林課

４月４日㈯～５㈰　玉露の里春まつり 問玉露の里

４月18日㈯～６月14日㈰　藤枝市郷土博物館第84回企画展
 かんざし　―髪を飾った女たち―　午前９時～午後５時
  問藤枝市郷土博物館・文学館

４月18日㈯～６月14日㈰　藤枝市文学館第13回企画展
 小川国夫没後一年追悼展　午前９時～午後５時
  問藤枝市郷土博物館・文学館

４月18日㈯～６月14日㈰　藤枝市文学館第14回企画展
 バーナデット・ワッツ　絵本原画展　午前９時～午後５時
  問藤枝市郷土博物館・文学館

４月19日㈰（雨天４月26日）　つたの細道公園みどりまつり
  問道の駅　宇津ノ谷峠　おかべ茶屋

４月25日㈯～５月５日（祝・火）　藤まつり 問藤枝市観光案内所

５月２日㈯ 藤枝市葉梨西北活性化施設 『白ふじの里』オープン
  問藤枝市役所　農林課

５月２日㈯～５月６日（祝・水）　お茶まつり 問玉露の里

５月４日（祝・月）～５日（祝・火）　大久保グラススキー場「グリーングリー
ンまつり」 問大久保グラススキー場

５月５日（祝・火）　白藤まつり 問藤枝市観光案内所

５月５日（祝・火）　陶芸センター「子どもサービスデー」 問陶芸センター

５月上旬 端午の節句 問大旅籠柏屋歴史資料館

５月23日㈯～５月24日㈰　お茶まつり　第二弾 問玉露の里

６月　未定 時の記念日 問大旅籠柏屋歴史資料館

６月　中旬 絵てがみ・うちわ展示 問玉露の里

６月６日㈯ 歯の健康まつり　午後０時30分～午後４時
  問藤枝市　健康推進課

６月28日㈰ 男女共同参画市民フォーラム　午後１時30分～
  問藤枝市男女共同参画推進センター「ぱりて」

６月30日㈫ 茅の輪くぐり　立石神社 問岡部総合案内所

６月30日㈫ 茅の輪くぐり　飽波神社 問飽波神社

藤枝市

お問合せ先電話番号

ディスカバリーパーク焼津
 625-0800
焼津商工会議所 628-6251
大井川町商工会 622-0393
航空自衛隊静浜基地 622-1234

焼津市歴史民俗資料館 629-6847
焼津市体育協会事務局 626-7930
焼津市スポーツ振興課 628-5740
焼津さかなセンター 628-1137

お問合せ先電話番号

藤枝市役所（代表） 643-3111
大久保グラススキー場 631-2020
大旅籠柏屋歴史資料館 667-0018
道の駅　宇津ノ谷峠　おかべ茶屋
 667-5080
藤枝市健康推進課 645-1111
岡部総合案内所 667-6060

郷土博物館・文学館 645-1100
陶芸センター 639-0148
玉露の里 668-0019
藤枝市観光案内所 647-1144
藤枝市男女共同参画推進センター「ぱりて」
 641-7777
飽波神社 643-2915

受付時間
友引以外の午前中（９時～ 12時）
・友引の日以外なら土曜日、日曜日、祝祭日も受け付けます。
　ただし、１月１日は休館日のため受付できません。
受付場所
斎場事務所（必ず受付を済ませて下さい。）
受付時に必要なもの
手数料　3,300円／体　　　　印鑑
※　犬の場合

⑴愛犬手帳
⑵登録の鑑札または狂犬病予防注射済票
・⑴⑵を紛失した場合には、受付時にお申し出ください。

持ち込み方法
　動物は、ビニール袋に入れてからダンボール箱（最大で
60×90cm）へ入れ、ガムテープで封をしてお持ちください。
　大型犬の場合は、ビニールシート又は毛布やシーツで包
んでからビニール袋へ入れ持つところを２～３箇所作って
ください。
その他
　焼骨は、お返しできません。
お問合せ
斎場　℡629-1501

　現在、当組合で稼働しているごみ処理施設は「高柳清掃工場」（藤枝市高柳）、「一色清掃工場」（焼津市一色）
及び「リサイクルセンター」（藤枝市岡部町内谷）の３施設があります。いずれの施設も稼動後20年以上が経過し、
施設の老朽化や設置期限に対応するため、新たな施設の整備に向け取り組んでいます。
　新施設は、現在の３施設を集約した、資源循環型の処理施設として、環境負荷の低減、熱エネルギーの有効利
用など、周辺環境にも十分配慮した『安全で安心できる』処理施設の実現を目指します。

『安全で安心できるごみ処理施設』の整備を目指します

●ごみの計画処理量　施設の計画処理量は、2市（焼津市、藤枝市）の収集ごみと施設へ直接搬入されるごみ
量の合計値で、今後、更なるごみの発生を抑制し、減量化を図ることとしています。

●施 設 規 模　施設の整備規模は、ごみの計画処理量をもとに、平成26年度の計画値の1日当たりの処
理量から算出しています。

●ご み の 減 量　上記のように新たな施設につきましては、ごみの減量と資源化を進めつつ、効率的な施
設規模とその処理を目指しています。現在より、１日当たり10ｔのごみ減量を目指し、

今後もごみの分別の徹底とごみ減量にご協力をお願いします。

◇燃やすごみ処理施設：260ｔ/日

◇資源ごみ処理施設：処理ライン６ｔ/日、ストックヤード500㎡
施設処理量2,140ｔのうち、1,090ｔは処理ラインで選別圧縮等し、1,050ｔはストックヤー

ドで一時保管されます。

【燃やすごみ】69,600ｔ/年

図１　燃やすごみ量の見込み 図２　資源ごみ量の見込み

【資源ごみ】2,140ｔ/年
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　処理量は2,140ｔ/年となります。

平成22年度平成20年度 平成24年度 平成26年度
認定年度

単位：ｔ／年 　民間資源化施設処理量　　施設処理量

23,559 23,545 23,80223,696 23,904

2,143
26,047

2,1902,231
25,99225,927

2,270
25,815

2,316
25,875

2,140

施設規模
算定式

１日平均処理量
（69,600ｔ÷365日＝

190.6ｔ）

※実稼動率はメンテナンス等に要する日数を、調整稼働率は緊急時の修繕等の日数を考慮し、それぞれ国が定
める値を採用しています。

実稼働率
（280日／365日）

調整稼働率
（96％）

施設規模
（260ｔ／日）÷ ÷ ≒

平成19年度実績
１日当たりの処理量

（72,662ｔ÷365日）

約200ｔ/日

平成26年度計画
1日当たりの処理量

（69,600ｔ÷365日）

約190ｔ/日

品目 処理量（t/年） 施設規模（t/年）
アルミ類 305 2

陶器ガラスくず 730 4
蛍光管 55 −
合計 1,090 6

品目 処理量（t/年） 面積（㎡）
その他びん 310 40
乾電池 90 40
一般持込 650 170
二次保管 − 250
合計 1,050 500

インターフォンを設置しました




