


新しい環境管理センター（し尿処理施設）の役割（Ｖｏｌ．4）
　環境管理センターに集められたし尿や浄化槽汚泥の中には、植物を育てるうえで必要な「リン」が含まれています。
今回は、「リン」を回収する仕組みについてご紹介します。

・ 肥料の三要素、「リン」・「カリウム」・「チッソ」の一つで、枯渇が
 心配されています。
・ 日本ではほぼ 100％（年間約 10万トン）を輸入に頼っています。
・ 全国のし尿処理施設には、約５千トンの「リン」が含有されている
 と考えられています。

・ 収集したし尿・浄化槽汚泥を脱水機で汚泥と「リン」を含んだ水に

　分け「リン」とアンモニア、マグネシウム等を反応させ、できた物質

　を回収します。

・ 回収した物質（肥料）：リン酸マグネシウムアンモニウム（通称MAP）

「リン」って何？

「リン」の回収

藤枝環境管理センター

「リン」は川や海の汚れや、
赤潮等の原因になります！

新しい環境管理センターでは、それぞれ異なる方法で「リン」をし尿や浄化槽汚泥から回収する
ことで、きれいな環境を守るとともに、「リン」を肥料として有効活用します。

アンモニア マグネシウム

・ 収集したし尿・浄化槽汚泥を微生物により分解処理した後の水中に

　含まれている「リン」とカルシウム等を反応させ、できた物質を

　回収します。

・ 回収した物質（肥料）：ヒドロキシアパタイト（通称HAP）

・ 回収した「リン」は、肥料会社へ売却するほか、見学者にはサンプルを配布
　します。
・ 環境を保護し、限りある資源である「リン」を有効利用する取り組みのため、
　建設に対して国から補助を受けています。

大井川環境管理センター

カルシウム

HＡP

MＡP

そのまま水に流すと…

リン

2020年4月～6月
イベントの中止・延期については、各イベント問合先に直接お問い合わせください

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

　志太広域事務組合では毎年、２回の定例会（３月、１０月）と２～３回の臨時会を
開催しています。消防やごみ処理施設の運営についてなど市民の皆さまの生活
に直結する施策について審議しています。ぜひ傍聴にお越しください。
 ・議会の日程はホームページ上に掲載しています。
 ・議場は藤枝市岡部支所３Ｆ（藤枝市岡部町岡部６番地の１）になります。
　議場に直接お越しいただき、受付にて氏名や住所等をご記入いただきます。
 ・傍聴席では飲食や写真撮影などご遠慮いただいております。
　その他守っていただきたい注意事項がありますので、係員の指示に従ってく
ださい。

志太広域事務組合議会を傍聴してみませんか？

問合先　総務課
　　　　☎ 637－9500

救急車が来るまでの間、命を救うためにあなたにしかできないことがあります。
救命講習を受講して応急手当の知識と技術を学んでみませんか？

◎普通救命講習Ⅰ・Ⅲ
　（Ⅰ…成人に対する救命処置、Ⅲ…小児に対する救命処置）
　開催時間	 9：00〜 12：00　3時間（修了証を交付します）
　会　　場	 藤枝消防署・焼津消防署
	 受講者 5名以上で希望の日に開催できます
	 （他の講習、訓練等の予定によりご希望に沿えない場合もあります）
◎出張講習　内容・時間についてはお問い合わせください

心停止の予防 早期認識と通報 一次救命措置 二次救命措置

問合先
警防課

☎ 641-9205

6月

4月 5月
日　時 催　事　名 問　合　先

開催中〜4月6日(月） 志太天神ひな街道 上伝馬商店街事務局
643-3825

3月23日（月）〜4月5日（日） 桜まつり（ライトアップ） 藤枝市観光案内所
647-1144

4月1日（水）〜6月28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
・5月2日（土）〜6日（水・休）
		午前9時〜午後4時30分

春の特別展
「きみはメダルをとれるか！
　　　おもしろスポーツ大会」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月11日(土)〜5月31日(日) 昭和の東京オリンピックと藤枝展 藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

4月11日(土)〜5月31日(日) 小川国夫文学展「アポロンの島」 藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

4月11日（土）
午後2時30分開演

細坪基佳　コンサート2020	
〜星霜 ... あなたが歩いた季節〜

焼津文化会館
627-3111

4月11日（土）
午後6時30分開演

コラアゲンはいごうまん
単独ライブ in 焼津

焼津文化会館
627-3111

4月12日（日）
午前9時30分〜午後3時30分

第 66回
焼津みなとまつり

焼津みなとまつり実行委員会
（焼津商工会議所内 )

628-6252
4月18日（土）〜5月5日（火・祝）
午前９時〜午後４時 藤まつり 藤枝市観光案内所

647-1144

4月18日（土）〜6月14日（日） 焼津ぐるめぐり	焼津“春の”鰹三昧 焼津市観光交流課
626-2155

4月18日（土）〜6月28日（日）
投影時刻はお問合せください。

生解説プラネタリウム
「太陽系大冒険」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月18日（土）〜7月19日(日）
投影時刻はお問合せください。

プラネタリウム春の特別番組
「宇宙兄弟	一点のひかり」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月26日(日)
午前10時30分〜午後3時30分

て〜しゃばストリート
「イタリアフェスタ	in	FUJIEDA」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

4月29日（水・祝）
午前8時〜午後０時 第28回　大井川港朝市

大井川港朝市実行委員会事務局
（大井川商工会内）

622-0393
4月29日（水・祝）
午前9時 親子写生大会 藤枝市生涯学習課青少年係

643-3047

日　時 催　事　名 問　合　先

5月2日（土）〜6日（水・祝） かしばや子どもウィーク 大旅籠柏屋
667-0018

5月2日（土）〜5月6日（水・休）
投影時刻はお問合せください。

プラネタリウム	ゴールデンウィーク特別番組
「名探偵コナン	星影の魔術師」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

５月４日（月・祝）・５日（火・祝）
午前9時〜午後4時 グリーングリーンまつり おれっぷ大久保

631-2227
５月５日（火・祝）
午前10時〜午後3時 白ふじの里こどもの日フェスタ 白ふじの里

638-4155
5月10日（日）
午後1時〜午後４時

サイエンスワークショップ
「アルミホイルころころ」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

５月１６日（土）
午前8時30分 元気ふじえだ健康ウォーキング 藤枝市健康企画課

 645-1113
5月17日（日）
午後1時30分開演

Group	Largo
ピアノコンサート	in 静岡	vol2

大井川文化会館
622-8811

５月２２日（金）　
午後6時30分開演

「アサル」
国際馬頭琴アンサンブルコンサート

焼津文化会館
627-3111

5月23日（土）・24日（日） 第29回ミュージコピアノマラソン 大井川文化会館ミュージコ
622-8811

５月２4日（日）	
午前１０時〜午後３時 玉露の里お茶まつり 玉露の里

668-0019
５月２９日(金)
午後４時〜午後８時	

love	local	MARKET
「五色月（いろいろづき）市」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

5月30日(土)
午後1時30分		

藤枝市立総合病院市民公開講座
拡大版

藤枝市立総合病院病院総務課
646-1111( 代 )

５月３０日（土）・３１日（日）
午後３時〜午後８時３０分		 白ふじホタルまつり 白ふじの里 

638-4155

日　時 催　事　名 問　合　先

6月2日（火）〜14日（日） かしばや時の記念日 大旅籠柏屋
667-0018

6月6日(土)〜8月2日(日) さようなら軽便 50年
日本一の軽便展＆原信太郎鉄道模型展

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

日　時 催　事　名 問　合　先

6月7日（日） 第29回ミュージコ吹奏楽
フェスティバル

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

6月7日（日）
午後1時〜午後4時

サイエンスワークショップ
「おどる?! 紙コップ人形をつくろう！」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

6月13日(土)･14(日)　	
（1泊2日） エンジョイ家族 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

６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
「フジエダブックマーケット」「みんな
ひとつ	パン＆キッチンカーフェスティバル」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

6月27日（土）
午後2時30分開演 めざましクラシックス in 焼津 焼津文化会館

627-3111
6月28日（日）
①午後1時開演②午後5時開演

三山ひろし
笑顔を届けます！コンサート2020

大井川文化会館ミュージコ
622-8811
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志太広域事務組合議会を傍聴してみませんか？

問合先　総務課
　　　　☎ 637－9500

救急車が来るまでの間、命を救うためにあなたにしかできないことがあります。
救命講習を受講して応急手当の知識と技術を学んでみませんか？

◎普通救命講習Ⅰ・Ⅲ
　（Ⅰ…成人に対する救命処置、Ⅲ…小児に対する救命処置）
　開催時間	 9：00〜 12：00　3時間（修了証を交付します）
　会　　場	 藤枝消防署・焼津消防署
	 受講者 5名以上で希望の日に開催できます
	 （他の講習、訓練等の予定によりご希望に沿えない場合もあります）
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心停止の予防 早期認識と通報 一次救命措置 二次救命措置

問合先
警防課

☎ 641-9205

6月

4月 5月
日　時 催　事　名 問　合　先

開催中〜4月6日(月） 志太天神ひな街道 上伝馬商店街事務局
643-3825

3月23日（月）〜4月5日（日） 桜まつり（ライトアップ） 藤枝市観光案内所
647-1144

4月1日（水）〜6月28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
・5月2日（土）〜6日（水・休）
		午前9時〜午後4時30分

春の特別展
「きみはメダルをとれるか！
　　　おもしろスポーツ大会」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月11日(土)〜5月31日(日) 昭和の東京オリンピックと藤枝展 藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

4月11日(土)〜5月31日(日) 小川国夫文学展「アポロンの島」 藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

4月11日（土）
午後2時30分開演

細坪基佳　コンサート2020	
〜星霜 ... あなたが歩いた季節〜

焼津文化会館
627-3111

4月11日（土）
午後6時30分開演

コラアゲンはいごうまん
単独ライブ in 焼津

焼津文化会館
627-3111

4月12日（日）
午前9時30分〜午後3時30分

第 66回
焼津みなとまつり

焼津みなとまつり実行委員会
（焼津商工会議所内 )

628-6252
4月18日（土）〜5月5日（火・祝）
午前９時〜午後４時 藤まつり 藤枝市観光案内所

647-1144

4月18日（土）〜6月14日（日） 焼津ぐるめぐり	焼津“春の”鰹三昧 焼津市観光交流課
626-2155

4月18日（土）〜6月28日（日）
投影時刻はお問合せください。

生解説プラネタリウム
「太陽系大冒険」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月18日（土）〜7月19日(日）
投影時刻はお問合せください。

プラネタリウム春の特別番組
「宇宙兄弟	一点のひかり」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

4月26日(日)
午前10時30分〜午後3時30分

て〜しゃばストリート
「イタリアフェスタ	in	FUJIEDA」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

4月29日（水・祝）
午前8時〜午後０時 第28回　大井川港朝市

大井川港朝市実行委員会事務局
（大井川商工会内）

622-0393
4月29日（水・祝）
午前9時 親子写生大会 藤枝市生涯学習課青少年係

643-3047

日　時 催　事　名 問　合　先

5月2日（土）〜6日（水・祝） かしばや子どもウィーク 大旅籠柏屋
667-0018

5月2日（土）〜5月6日（水・休）
投影時刻はお問合せください。

プラネタリウム	ゴールデンウィーク特別番組
「名探偵コナン	星影の魔術師」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

５月４日（月・祝）・５日（火・祝）
午前9時〜午後4時 グリーングリーンまつり おれっぷ大久保

631-2227
５月５日（火・祝）
午前10時〜午後3時 白ふじの里こどもの日フェスタ 白ふじの里

638-4155
5月10日（日）
午後1時〜午後４時

サイエンスワークショップ
「アルミホイルころころ」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

５月１６日（土）
午前8時30分 元気ふじえだ健康ウォーキング 藤枝市健康企画課

 645-1113
5月17日（日）
午後1時30分開演

Group	Largo
ピアノコンサート	in 静岡	vol2

大井川文化会館
622-8811

５月２２日（金）　
午後6時30分開演

「アサル」
国際馬頭琴アンサンブルコンサート

焼津文化会館
627-3111

5月23日（土）・24日（日） 第29回ミュージコピアノマラソン 大井川文化会館ミュージコ
622-8811

５月２4日（日）	
午前１０時〜午後３時 玉露の里お茶まつり 玉露の里

668-0019
５月２９日(金)
午後４時〜午後８時	

love	local	MARKET
「五色月（いろいろづき）市」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

5月30日(土)
午後1時30分		

藤枝市立総合病院市民公開講座
拡大版

藤枝市立総合病院病院総務課
646-1111( 代 )

５月３０日（土）・３１日（日）
午後３時〜午後８時３０分		 白ふじホタルまつり 白ふじの里 

638-4155

日　時 催　事　名 問　合　先

6月2日（火）〜14日（日） かしばや時の記念日 大旅籠柏屋
667-0018

6月6日(土)〜8月2日(日) さようなら軽便 50年
日本一の軽便展＆原信太郎鉄道模型展

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

日　時 催　事　名 問　合　先

6月7日（日） 第29回ミュージコ吹奏楽
フェスティバル

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

6月7日（日）
午後1時〜午後4時

サイエンスワークショップ
「おどる?! 紙コップ人形をつくろう！」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

6月13日(土)･14(日)　	
（1泊2日） エンジョイ家族 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

６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
「フジエダブックマーケット」「みんな
ひとつ	パン＆キッチンカーフェスティバル」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

6月27日（土）
午後2時30分開演 めざましクラシックス in 焼津 焼津文化会館

627-3111
6月28日（日）
①午後1時開演②午後5時開演

三山ひろし
笑顔を届けます！コンサート2020

大井川文化会館ミュージコ
622-8811




