


　住宅用火災警報器は、既存住宅では平成21年６月１

日から設置が義務付けられており、設置義務から10年

が経過しました。

　住宅用火災警報器は、古くなると電池切れなどにより、

火災を感知しなくなることがあるため、大変危険です。

10年を目安に交換をご検討ください。

　またひもを引っ張ったりして、正常に作動するか定期

的に確認をしてください。未設置のお宅は、家族や自身

の生命を守るため必ず設置してください。

　焼津市・藤枝市に在住の方で、身体的な理由により、
自ら設置できない方へ取付支援を行っています。ご希
望の方は予防課までご連絡ください。

問合先　予防課　ＴＥＬ.623-0119
※詳細は志太消防本部のホームページをご確認ください。
ホームページアドレス　 https://www.shida119.jp/

問合先　新環境管理センター整備課　ＴＥＬ.637-9522

汚泥の分離 

新しい環境管理センター（し尿処理施設）の役割（Ｖｏｌ．２）
　現在建て替えを進めている２つの環境管理センターでは、前号でご紹介したとおり、汚れた水をきれい
にしております。その過程において汚泥が発生するため、今回はその処理についてご紹介します。 
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・最新の膜分離技術により分離された微生物
や汚れは、沈殿槽に移され、汚泥として沈殿さ
せます。

焼却処理
・脱水した汚泥は施設内の焼却炉で焼却し、
焼却灰は埋立処分します。

汚泥の脱水 
・沈殿した汚泥は、水分の割合（含水率）が99%
以上あることから、焼却できるよう脱水機にか
けます。（含水率99%の汚泥を80%まで脱水し
た場合、左図のとおり、全体量は20分の 1となり
ます。）

（㎥）

脱水後
の汚泥→

灰

2019年7月～9月イベント情報 こちらに掲載しきれない情報は組合ホームページに掲載してあります。

click志太のイベント 検索

令和元年度 志太広域事務組合の当初予算
★一般会計予算の総額　103億 4,100万円（対前年度比　37億 2,700万円、56.4％増加）

看護専門学校事業特別会計予算の総額　1億 9,050万円（対前年度比△ 230万円、1.2％減少）

【歳入】 65 億 7,702 万円
①分担金及び負担金 二市からの分担金など 75億885万円

②使用料及び手数料 ごみ処理手数料、斎場会館使用料など 2億4,612万円

③国庫支出金 新環境管理センター施設整備に係る交付金 8億967万円

④県支出金 消防活動・消防車両等に係る県補助金
消防学校等の職員派遣に係る負担金 3,151万円

⑤財産収入 資源ごみの売上収入、基金の運用収入など 2,385万円

⑥繰越金 前年度からの繰越金 1,000万円

⑦諸収入 雑入、預金利子 1,700万円

⑧組合債 新環境管理センター施設整備、消防車両
整備に係る借入金 16億9,400万

【歳入】 65 億 7,702 万円
①分担金及び負担金 二市と榛原総合病院からの分担金・負担金 1億7,147万円

②使用料及び手数料 授業料など 1,790万円

③繰越金 前年度からの繰越金 100万円

④諸収入 雑入 13万円

【歳出】 63 億 6,252 万円
①議会費 組合議会運営費 160万円

②総務費 一般事務管理費、広域連携、広報発行経費など 1億8,351万円

③衛生費

斎場会館、ごみ処理施設（高柳・一色清
掃工場・リサイクルセンター）、し尿処理
施設（藤枝・大井川環境管理センター）、
最終処分場の管理運営費
新斎場、新環境管理センターの施設建設費

70億9,972万円

④消防費 志太消防本部運営に係る経費、消防車両整備に係る経費など 27億9,337万円

⑤公債費 新斎場施設、消防施設に係る借入金及び利息の返済 2億5,280万円

⑥予備費 1,000万円

【歳出】 63 億 6,252 万円
①看護専門学校費 学校運営費など 1億8,950万円

②予備費 100万円

問合先　総務課　TEL　637-9500

9月

7月 8月
日　時 催　事　名 問　合　先

7月5日（金）
午後2時

大井川寄席七月公演
「三遊亭楽大・一龍斎貞鏡　納涼寄席」

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

7月6日（土）、7月7日（日）
午前11時～午前11時30分　

キッズプラネタリウム七夕特別投影
「夏の星空と七夕のおはなし」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

7月6日（土）～8月25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
8月10日（土）～8月16日（金）
午前9時～午後4時30分

夏の特別展
「ミラーマジック  この夏、
きみは鏡の魔法にかけられる！」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

7月7日（日）
午前10時30分～午後1時30分 柏屋の七夕まつり 大旅籠柏屋

667-0018
7月7日（日）
午後1時３０分

藤枝市立総合病院
市民公開講座拡大版

藤枝市立総合病院事務部病院総務課
646-1111（代）

7月13日（土）、9月14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

7月14日（日）
午前9時～午後８時３０分 第１９回踊夏祭（おどらっかさい）

踊夏祭実行委員会
（事務局：（一社）焼津市観光協会）

626-6266
7月20日（土）
①午後1時　②午後５時 川中美幸コンサート2019 大井川文化会館ミュージコ

622-8811
7月20日（土）
午後3時～午後8時

て～しゃばストリート
「Ｏｒｉ Ａｌｏｈａ Ｍａｒｋｅｔ 2019」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

7月21日（日）
午前9時～午後5時 大久保サマーフェスティバル おれっぷ大久保

631-2227
7月21日（日）
午後1時～午後5時 染飯千貫夏祭り 染飯千貫保存会

646-0050
7月27日（土）
午前９時30分～午後3時30分 フジエダ☆宇宙キッズラボ 藤枝市生涯学習課

631-7111

日　時 催　事　名 問　合　先
8月２日（金）～4日（日）
午後６時３０分～午後９時

（４日のみ午後８時まで）
第１２回浜通り　夏のあかり展 ＮＰＯ法人浜の会

628-4239

8月4日（日） 2019 夏ミュージコフェスト 大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月7日（水）
午後7時 藤枝花火大会 藤枝市観光案内所

647-1144
8月9日（金）
午後7時30分

ミュージコロビーコンサートＶoI.71
( ピアノ）

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月10日（土）
午後4時 やいづまみビアテラス 焼津市政策企画課

626-2141

8月10日（土)～8月16日（金）
①午前10時②午前11時③午後1時

プラネタリウムお盆特別番組
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
 with コズミックフロント☆ NEXT
 太陽系お友だちの段」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

8月12日（月）、１３日（火） 焼津神社大祭（荒祭） 焼津神社
628-2444

8月14日（水）
午後7時30分～午後８時３０分 第４４回焼津海上花火大会

焼津海上花火大会実行委員会
（事務局：（一社）焼津市観光協会）

626-6266
8月17日（土）、18(日）
午前９時 第 27 回全国ＰＫ選手権大会 in Fujieda 藤枝市サッカーのまち推進課

643-3138
8月18日（日）
午後3時３０分～午後8時３０分

て～しゃばストリート
「プレミアムビアフェス藤枝× JAZZY Sound Night」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

8月24日（土）
午後2時

アキラさんとまこと君
～ふたりのオーケストラ～

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月25日（日）
午前9時～午後1時 小・中学生 3x ３大会 焼津市スポーツ課

628-5740
8月25日（日）
午前11時～午後6時 3x3.ＥＸＥ ＰＲＥＭ IＥＲ 2019 焼津市スポーツ課

628-5740

8月下旬 かしばや子ども夏まつり 大旅籠柏屋
667-0018

日　時 催　事　名 問　合　先
9月1日（日）
午後4時～午後８時 鮪 de ナイト 焼津市水産振興課

626-2152
9月7日（土）
午前9時30分～午後１時　 子育てフェスタ 藤枝市児童課

643-6611
9月8日（日）
午後２時 ファミリーミュージカル「シンデレラ」 大井川文化会館ミュージコ

622-8811
9月14日（土）
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「フジエダＹＥＧコレクション」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

9月21日（土）
午後3時～午後5時

藤枝市民会館開館 50 周年記念
「東京混声合唱団」藤枝特別公演

藤枝市街道・文化課
643-3036

9月22日（日）
午前９時～午後3時 ビーチフェス in やいづ 2019 ビーチフェス in やいづ 2019 実行委員会

080-4295-6200

9月27日（金）～29日（日） 第 3 回蓮華寺池芸術祭  藤枝市文化協会
631-6050

9月27日（金）
午後4時～午後８時

love local MARKET Ⅲ
「秋のうまいもの市」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

9月29日（日）
午前９時～午後4時　 オータムフェスト in やいづ 2019 焼津商工会議所

628-6251（担当：岡田）
9月29日（日）
午後2時 次田心平テューバ・リサイタル 大井川文化会館ミュージコ

622-8811
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午後６時３０分～午後９時

（４日のみ午後８時まで）
第１２回浜通り　夏のあかり展 ＮＰＯ法人浜の会

628-4239

8月4日（日） 2019 夏ミュージコフェスト 大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月7日（水）
午後7時 藤枝花火大会 藤枝市観光案内所

647-1144
8月9日（金）
午後7時30分

ミュージコロビーコンサートＶoI.71
( ピアノ）

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月10日（土）
午後4時 やいづまみビアテラス 焼津市政策企画課

626-2141

8月10日（土)～8月16日（金）
①午前10時②午前11時③午後1時

プラネタリウムお盆特別番組
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
 with コズミックフロント☆ NEXT
 太陽系お友だちの段」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

8月12日（月）、１３日（火） 焼津神社大祭（荒祭） 焼津神社
628-2444

8月14日（水）
午後7時30分～午後８時３０分 第４４回焼津海上花火大会

焼津海上花火大会実行委員会
（事務局：（一社）焼津市観光協会）

626-6266
8月17日（土）、18(日）
午前９時 第 27 回全国ＰＫ選手権大会 in Fujieda 藤枝市サッカーのまち推進課

643-3138
8月18日（日）
午後3時３０分～午後8時３０分

て～しゃばストリート
「プレミアムビアフェス藤枝× JAZZY Sound Night」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

8月24日（土）
午後2時

アキラさんとまこと君
～ふたりのオーケストラ～

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

8月25日（日）
午前9時～午後1時 小・中学生 3x ３大会 焼津市スポーツ課

628-5740
8月25日（日）
午前11時～午後6時 3x3.ＥＸＥ ＰＲＥＭ IＥＲ 2019 焼津市スポーツ課

628-5740

8月下旬 かしばや子ども夏まつり 大旅籠柏屋
667-0018

日　時 催　事　名 問　合　先
9月1日（日）
午後4時～午後８時 鮪 de ナイト 焼津市水産振興課

626-2152
9月7日（土）
午前9時30分～午後１時　 子育てフェスタ 藤枝市児童課

643-6611
9月8日（日）
午後２時 ファミリーミュージカル「シンデレラ」 大井川文化会館ミュージコ

622-8811
9月14日（土）
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「フジエダＹＥＧコレクション」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

9月21日（土）
午後3時～午後5時

藤枝市民会館開館 50 周年記念
「東京混声合唱団」藤枝特別公演

藤枝市街道・文化課
643-3036

9月22日（日）
午前９時～午後3時 ビーチフェス in やいづ 2019 ビーチフェス in やいづ 2019 実行委員会

080-4295-6200

9月27日（金）～29日（日） 第 3 回蓮華寺池芸術祭  藤枝市文化協会
631-6050

9月27日（金）
午後4時～午後８時

love local MARKET Ⅲ
「秋のうまいもの市」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

9月29日（日）
午前９時～午後4時　 オータムフェスト in やいづ 2019 焼津商工会議所

628-6251（担当：岡田）
9月29日（日）
午後2時 次田心平テューバ・リサイタル 大井川文化会館ミュージコ

622-8811




