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年末・年始の業務案内

実録！容器包装プラスチック！

平成21年度　志太広域事務組合決算
【 ○・・・施設を利用できる日　×・・・施設を利用できない日 】

※ 燃やすごみは積載重量２トン以下の車で搬入してください。
※ 粗大とは、畳、布団、カーペット等の大型のものです。※ 木製家具類は解体してください。
※ 事業系（多量＝軽トラック１台程度以上）の木くず剪定枝については受付しません。
※ 両施設とも年末年始は大変混雑が予想されます。極力この時期を避けて搬入してください。
　 また、搬入の際は荷下ろしが行いやすいよう仕分けしてきてください。

ごみの搬入における注意事項
高柳清掃工場・・・・・・・電話　６３６－０５３０
リサイクルセンター・・・・電話　６６７－２６２６

年末年始の
斎場の案内

◎12月27日（月・友引）、平成23年1月1日（祝・土）・１月2日（日・友引）は休場日です。
　問合せ先　斎場　電話　629ｰ1501

～みなさんは、容器包装プラスチックをどのように分別していますか？～
プラマーク 　を確認していますか？汚れたままではないですか？

８月にみなさんから分別された容器包装プラスチックの状況を調査しました。

◎汚れなどは軽く水洗いを！

◎きちんと分別をお願いします。

◎プラマーク   をよく確認しましょう。

◎こんなにキレイにしているご家庭も！

◎危険物は絶対×！

今回は、焼津市・藤枝市及び組合職員により調査を行いました。その結果、全体の約40％が不適正な分別となっていました。
いま一度、各ご家庭にてご確認していただき、適正な分別にご協力をお願いします。

汚れが目立つものや中身が入ったままのものなどが約
30％と大変多く見受けられました。

個人個人の感覚もありますが、誰が見ても汚れのない状
態が一番です。軽く水洗いなどをして、汚れを落とすよう、
ご協力をお願いします。

また、容器包装以
外のプラスチックや
ペットボトル、紙類や
金属類、市販のごみ
袋や生ごみなども混
入していました。ペッ
トボトルのキャップは
容器包装プラスチッ
クですが、ペットボト
ルは資源ごみです。

きちんと分別をお
願いします。

同じメーカーのドレッシングでも、よく見てみると、、、

分別収集された容器包装プラスチックは、異物の混入や汚れなどがないか
リサイクル取引に適正か検査されます。その検査において、危険物の混入が
判明した場合、リサイクル取引の受け取り拒否となる可能性があります。

異物の混入をなくし、より一層、分別の徹底をお願いします。

納豆やコーヒーのミルクの容器もすべてキレイに洗って
いるご家庭もありますが、、、

一方では、汚れが付いたままのご家庭もあります。徹底して
いる家庭と、していない家庭の差が非常に大きいようです。

在宅用注射器やカミソリが混入

日付 時間 イベント名 問い合せ先

1月 1 日（祝・土） 午前6時30分〜7時30分 2011・初日の出群舞 Mix・やい〜づ

1月 3 日（月） 午後1時30分〜4時 サイエンス教室
「凧を作ろう」

ディスカバリー
パーク焼津

1月 9 日（日） 午後3時 むかしばなしのへや 焼津図書館

1月10日（祝・月） ①午前11時②午後1時
③午後 2 時④午後3時

体験工作教室
「木のおもちゃ工作に
　　　　　挑戦しよう！」

ディスカバリー
パーク焼津

1月15日（土） 午後3時開演 こども映画会 焼津図書館

1月21日（金） 午後7時30分〜
午後8時15分

プラネタリウム夜間投影
「冬の星空散歩」

ディスカバリー
パーク焼津

1月29日（土） 午前10時30分〜
午後 2時

伝統文化子ども教室
「旧正月子ども餅つき」

焼津市歴史
民俗資料館

2月 3 日（木） 午前10時〜11時 図書館講座「わらべうた
とはじめてのえほん」 焼津図書館

2月 6 日（日） 午後3時〜 むかしばなしのへや 焼津図書館

2月 8 日（火） 山の神まつり 東益津公民館

2月12日（土） 午前9時30分〜11時30分
午後1時30分〜 3時30分

伝統文化子ども教室
「勾玉をつくろう！」

焼津市歴史
民俗資料館

2月19日（土） 午後3時開演 こども映画会 焼津図書館

2月20日（日） 午後2時
川久保賜紀・遠藤真理・
三浦友理枝
〜トリオコンサート〜

焼津市大井川
文化会館

2月23日（水） 虚空蔵尊ダルマ市 弘徳院

2月26日（土） 午前10時〜11時30分
午後1 時30分〜3時

伝統文化子ども教室
「おりがみでミニお雛さま」

焼津市歴史
民俗資料館

2月27日（日） 午後1時30分〜4時 サイエンス教室
「じたばたストローを作ろう」

ディスカバリー
パーク焼津

2月28日（月） 飯淵不動尊大例祭 長徳寺

3月 5 日（土） 未定　　　　　　　　 こどものつどい 焼津図書館

3月 6 日（日） 午後3時 むかしばなしのへや 焼津図書館

3月13日（日） 午後2時 第19回大井川寄席　
三遊亭好楽 桂米助二人会

焼津市大井川
文化会館

3月17日（木） 午後6時〜 藤守の田遊び 焼津市歴史
民俗資料館

3月21日（祝・月） 午後1時30分〜4時 サイエンス・フェスティバル ディスカバリー
パーク焼津

焼津市観光課 626-2155 ディスカバリーパーク焼津 625-0800
焼津市歴史民俗資料館 629-6847 弘徳院 628-3561
焼津図書館 628-2334 長徳寺 622-0745
焼津市大井川文化会館 622-8811 Mix・やい〜づ（稲森様） 090-4402-8789
東益津公民館 628-2607

日付 時間 イベント名 問い合せ先

1月13日（木）
  〜19日（水）

午前9時30分〜午後5時
（19日は午後4時まで）

第50回静岡県芸術祭
美術部門優秀作品展

藤枝市 
街道・文化課

1月16日（日） 午前10時〜午後3時 かしばや新春遊楽会 岡部宿
大旅籠柏屋

1月16日（日） 午後2時〜3時30分 第3回藤枝市史講座
「藤枝にいた14の古代氏族」

藤枝市
文化財課

1月23日（日） 午前8時15分〜午後1時 第4回藤枝リバティ駅伝 藤枝市
スポーツ振興課

1月28日（金） 鬼岩寺開運厄除祈不動尊縁日 鬼岩寺

1月30日（日） 午前9時30分〜12時 5代目藤の里観光大使
「藤娘」コンテスト 藤枝市観光協会

1月30日（日） 午前10時〜午後3時 かしばや節分 岡部宿
大旅籠柏屋

2月 3 日（木） 成田山節分会 成田山

2月 5 日（土）
   ・6 日（日）

午前9時〜午後5時
（6日は午後3時まで） 青島北公民館　作品展 青島北公民館

2月 6 日（日） 大久保ほっかほか祭り 大久保キャンプ場

2月 8 日（火） 午前10時30分頃 山の神まつり 神神社
（ミワジンジャ）

2月12日（土） 午後2時〜3時30分 第4回藤枝市史講座
「今川氏と葉梨荘」

藤枝市
文化財課

2月12日（土） 午後6時30分 滝沢八坂神社の田遊び 藤枝市
文化財課

2月13日（日） 午前9時〜午後3時30分 ふるさと朝比奈いきいきまつり いきいき
交流センター

2月15日（火）〜
4月10日（日） 午前9時〜午後5時 かしばや雛まつり 岡部宿

大旅籠柏屋

2月19日（土）
  〜21日（月） 清水寺縁日 清水寺

2月27日（日） 午後1時30分 岡部吹奏楽団
ポップスコンサート 岡部吹奏楽団

3月12日（土）
   ・13日（日） 午前10時 もくれん祭り 十輪寺

3月13日（日） 午前8時20分〜
午前11時30分 第18回ふじえだマラソン 藤枝市

スポーツ振興課

3月20日（日） 陶芸まつり 藤枝市
陶芸センター

3月26日（土）
　・27日（日）予定 金比羅山･瀬戸川桜まつり 藤枝市

観光案内所

焼津市 藤枝市

藤枝市役所（代表） 643-3111 いきいき交流センター 668-0860
藤枝市観光協会 645-2500 岡部吹奏楽団（国松様） 667-3880
藤枝市観光案内所 647-1144 鬼岩寺 641-2932
藤枝市陶芸センター 639-0148 成田山 641-0652
大久保キャンプ場 631-2227 神神社（ミワジンジャ） 667-0039
岡部宿大旅籠柏屋 667-0018 清水寺 641-8302
青島北公民館 645-2300 十輪寺 667-0339

歳入 ２５億９，９９８万円 ２億１，４８２万円

１，４９６万円

２億    ９７２万円

１，３４７万円

２４億４，７６６万円

歳入

歳入
歳出

歳出

歳出

分担金 21億4,669万円 二市からの分担金
使用料及び手数料 2億2,163万円 斎場使用料及びごみ処理手数料
財産収入 1億　263万円 アルミ等の有価物売上収入
繰越金 1億2,698万円 前年度からの繰越金
諸収入 205万円 預金利子等

議会費 139万円 組合議会運営費
総務費 1億3,866万円 一般事務管理費

衛生費 18億　693万円 斎場の運営費・ごみ処理施設・し尿処理施設・最終処分場管理費
公債費 5億　  68万円 借入金元利償還金

二市及び焼津市立総合病院・
藤枝市立総合病院・榛原総合
病院からの分担金を財源に、
静岡県中部看護専門学校の運
営費に充てました。

ふるさと志太振興事業基金10
億円の利子を活用し、芸術文
化等振興事業への助成、講演
会開催など地域振興のための
ソフト事業を実施しました。

お問合せ先電話番号

お問合せ先電話番号

一般会計 看護専門学校事業特別会計

ふるさと志太振興事業特別会計

　　　年月日 平成22年12月 平成23年1月
受付時間等

施設名　　　　　　　　
25日
（土）

26日
（日）

27日
（月）

28日
（火）

29日
（水）

30日
（木）

31日
（金）

１日
（祝・土）

２日
（日）

３日
（月）

４日
（火）

5日
（水）

高柳清掃工場 燃やすごみ
※粗大を含む × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○

午前９時～11時
午後１時～４時
（ただし粗大は午後３時まで）

リサイクルセンター 資源ごみ × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ 午前９時～11時
午後１時～４時

金属類0.4％ 危険物品0.1％
ごみ袋2.5％

その他1.2％

容器包装
プラスチック
57.7％

容器包装以外
のプラスチック
4.4％

ペットボトル
1.8％

紙類1.2％

適正
57.7％

不適正
42.3％

汚れが
目立つもの
30.7％

同じメーカーのものでも、ノンオイルかの違いによっては
　 と　  に・・・。とにかくマークを確認しましょう。

問合せ先

容器包装プラスチック組成分析結果


