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志太広域事務組合は、焼津市と藤枝市におけるごみ・し尿処理、火葬場、看護専門学校、消防などの事務の共同処理や施設の共同設置・管理を行うための一部事務組合です。
この広報誌では、当組合の取り組み紹介と、焼津・藤枝のイベント情報などを、市民の皆さんにお届けします。
※この広報誌は組合ホームページでも閲覧できます。新聞購読をされていない方で紙面での郵送をご希望の方は上記の総務課までお問い合わせください。

志太広域事務組合総務課 〒421-1121静岡県藤枝市岡部町岡部6-1
広報志太広域　令和２年６月発行　No.126

TEL 054-637-9500　FAX 054-667-0770

前回 №125の答えは「③し尿」でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

※プレゼントは都合により
　変更する場合がございます。

※当選者発表は発送をもって代えさせていただきます。
※お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしません。

正解者の中から抽選で10名様に、
「藤枝朝ラーメン 温＆冷乾麺セット」×３袋を
プレゼント！

令和2年7月13日(月)(必着)までに、
必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で

～○○に当てはまる言葉は何でしょう～
台風・風水害に対する家の外の備え
「風で飛ばされそうな物は○○するか、
家の中へ入れる」

志太広域事務組合
消防職員募集

※申し込み方法など詳しくは、組合事務局、焼津・藤枝消防署で配布する試験案内、
または志太広域事務組合及び志太消防本部ホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程などが変更になる場合は、同
ホームページ内でお知らせします。

日　時

対　象
持ち物

①８月22日㈯ 午前10時～11時30分（受付：午前9時50分～）
②８月22日㈯ 午後  ２時～  ３時30分（受付：午後１時50分～）
③８月25日㈫・④８月27日㈭、⑤９月９日㈬・⑥９月18日㈮、⑦11月12日㈭
　③～⑦は、いずれも午後５時～６時30分（受付：午後４時50分～）

令和３年４月１日採用

短大卒業程度・高校卒業程度の受験案内

中学生以上（保護者同伴可、各回25人、申込順）
スリッパ・上履きをお持ちください。

申込み 学校ホームページよりお申し込みください。

※駐車場は限りがあります。
　申込時にご登録ください。

看護学校入学式看護学校入学式 静岡県中部看護専門学校に42人の新入生が入学！

お問い合わせ ： 静岡県中部看護専門学校
TEL　629-4311　FAX　629-4313
HP http://www.chubu-kango.jp

　4月8日（水）、静岡県中部看護専門学校では、
第 31 期生となる 42 人の新入生を迎えるため
入学式を実施。感染症対策のため、出席者は
新入生と教職員のみでの開催となりました。
新入生代表の小泉菜々さんが「志太榛原地区
の医療を担う看護師になりたい」と抱負を述
べ、新入生一同は看護の道への新たな一歩を
踏み出しました。

　例年はオープン
キャンパスを実施
していますが、本年
度は感染症対策の

ため、学校見学会のみ
開催します。当日は、学校説
明・受験案内・校内見学・個
別相談などを実施。どうぞ
お気軽にご参加ください。

学校
見学会
2020

Q志太のクイズ

応募
方法

　　必要事項
①クイズの答え
②ご意見・ご感想
③郵便番号
④住所
⑤氏名
⑥年齢
⑦電話番号

志太広域事務組合 総務課へ
 　（応募は１人１通まで）

①はがき：
　〒421-1121  藤枝市岡部町岡部６－１
②FAX：667-0770

③Eメール：
　koho@shida.or.jp

（番号を間違えないようにご注意ください）

編集
発行

採用試験 募集人員 受験資格

消
防
職

短大卒業
程度

高校卒業
程度

5人
程度

受付終了

平成６年４月２日以降に生まれ、学校教育法に
規定する短大もしくは専修学校を卒業した
人、または本年度中に卒業見込みの人

平成８年４月２日以降に生まれ、学校教育法に
規定する高校を卒業した人、または本年度中
に卒業見込みの人

受付期間（土・日・祝日を除く）
1次試験
2次試験

８月３日（月）～28日（金）
9月20日（日）・27日（日）
11月上旬を予定（1次合格者に通知）

大学卒業
程度

管内人口
人　口  （うち外国人） 世帯数  （うち外国人）

令和２年 5 月 31 日現在

焼 津 市
藤 枝 市
合 　 計

（4,638）
（1,812）
（6,450）

139,113
144,394
283,507

（2,534）

（3,883）

58,206
60,090

118,296
（1,349）

お問い合わせ ： 総務課 TEL 637-9500  HP  http://www.shida.or.jp

花花 教教室室火火

　毎年、花火で遊ぶことが多くなる夏を前に、幼年期から火の取り扱いやその危険性を学
ぶために、志太消防本部が実施している「花火教室」。本年度も６月から順次、管内の保育
園や幼稚園の園児を対象に実施しています。
　消防職員が「大人と一緒にやる」、「人に向けない」、「水の入ったバケツを用意する」な
どの注意事項を説明した後、園児たちは、先生や職員に見守られながら正しい使用方法で
花火を楽しんでいました。
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≪建替整備の進捗状況≫
　新藤枝環境管理センターは、「処理棟」と「管理棟」の２つの建
物を建設します。
　５月末時点で、「処理棟」の外観が完成し、「管理棟」は、鉄骨建
方が完了しました。
　令和３年4月から運転を開始するために、順調に整備を進め
ています。

2020年
7月～9月

※新型コロナウイルスの影響で、イベントが中止または延期になることがあります。
　開催の可否については、各イベントの主催者に直接お問い合わせください。

イベント情報

志太消防本部  警防課　TEL 641-9205お問い合わせ

● 暑さを避けましょう
 ➡換気扇や窓開放によって定期的に換気しつつ、
 　エアコンの温度設定をこまめに調整。
 ➡暑い日や、暑い時間帯は無理をしない。

● 日頃から健康管理をしましょう
 ➡日頃から体温測定・健康チェックを行う。
 ➡体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養する。

● 適宜マスクを外しましょう
 ➡屋外で他人と十分な距離(２ｍ以上)を確保できる
 　場合は、マスクを外す。
 ➡気温・湿度の高いなかでのマスク着用は要注意。

● こまめに水分補給をしましょう
 ➡のどが渇く前に水分補給。
 ➡大量に汗をかいた時は、塩分の摂取も忘れずに。

　志太広域事務組合では、し尿処理施設である「藤枝環境管理セン
ター」と「大井川環境管理センター」の建替整備を進めています。
　この夏号では、「新藤枝環境管理センター」の進捗についてお知ら
せします。

1 雨どい、側溝、排水溝は掃除して水はけを良くする。　
2 窓や雨戸のガタツキなどを確認する。
3 風で飛ばされそうな物は固定するか、家の中へ入れる。

1 非常用品を確認する。
2 窓ガラスにカーテンやブラインドを設置するか、
　 飛散防止フィルムを貼るなど飛来物の飛び込みに備える。

家 の 外 の 備 え

家 の 中 の 備 え

新しい「藤枝環境管理センター」の
整備状況について

新藤枝環境管理センター　イメージ図

管理棟

処理棟（外観完成）

管理棟（鉄骨建方完了）

処理棟

お問い合わせ：新環境管理センター整備課　TEL 637-9522

台風・風水害に備えて～志太消防本部からのお願い～
　近年の異常気象により、季節を問わず台風等による自然災害が多発して
います。
　昨年は、焼津および藤枝市内においても大雨による床下・床上浸水や強風
により家屋の屋根が飛ぶ・シャッターが外れるなどの被害が発生しました。
　消防署でも風水害対策の強化を行っていますが、市民の皆さんも今一度
風水害への備えをお願いいたします。

熱中症予防行動令和２年度の

志太消防本部　警防課　TEL 641-9205お問い合わせ：

現在、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、国民の皆さんに新しい生活様式が求められています。
以下のポイントに注意し、熱中症を予防しましょう。

令和２年度 志太広域事務組合の当初予算
★一般会計予算の総額　114 億 9,900 万円（対前年度比　11 億 5,800 万円、11.2％増加）

★看護専門学校事業特別会計予算の総額　2 億 1,040 万円（対前年度比 1,990 万円、10.4％増加）　

お問い合わせ：総務課　TEL 637-9504

【歳入】
①分担金及び負担金 二市からの分担金など 69億4,890万円
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 2億4,921万円
③国庫支出金 新環境管理センター施設整備、消防車両整備に係る交付金 11億 7,976万円

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 2,614万円

⑤財産収入 資源ごみの売上収入、基金の運用収入など 1,883万円
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 1,636万円
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 30億 4,980万円

【歳入】
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 1億9,137万円
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】
①議会費 組合議会運営費 159万円
②総務費 一般事務管理費、広域連携、広報発行経費など 2億1,741万円

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、
新環境管理センターの施設建設費、新クリーン
センターの施設整備事業費

84億 4,842万円

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 25億9,307万円

⑤公債費 斎場施設、消防施設等に係る借入金及び利息の返済 2億 2,851万円
⑥予備費 1,000万円

【歳出】
①看護専門学校費 学校運営費など 2億940万円
②予備費 100万円
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お問い合わせ：新環境管理センター整備課　TEL 637-9522
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　近年の異常気象により、季節を問わず台風等による自然災害が多発して
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により家屋の屋根が飛ぶ・シャッターが外れるなどの被害が発生しました。
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志太消防本部　警防課　TEL 641-9205お問い合わせ：

現在、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、国民の皆さんに新しい生活様式が求められています。
以下のポイントに注意し、熱中症を予防しましょう。

開催中
7月

とき・ところ イベント名 お問い合わせ

6月27日（土）〜7月7日（火）
午前9時～午後5時
岡部宿大旅籠柏屋

かしばやの七夕 大旅籠柏屋
667-0018

7月4日（土）〜8月23日（日）
平　日：午前9時～午後4時30分
土日祝：午前10時～午後4時30分
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

夏の特別展
「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

8月
とき・ところ イベント名 お問い合わせ

8月8日(土)〜9月27日(日)
午前9時～午後5時
藤枝市郷土博物館・文学館

特別展
「ミニチュアの世界で遊ぼう！

楽しいドールハウス展」
藤枝市郷土博物館・文学館

645-1100

8月8日（土）・9日（日）・20日（木）
午前9時10分～午後４時
静岡県立焼津青少年の家及び小川漁港

焼津わくわくワンデイキャンプ 静岡県立焼津青少年の家
624-4675

8月22日（土）〜9月6日（日）
午前9時～午後5時
岡部宿大旅籠柏屋

かしばやミニミニ博物館
「はく製や標本で学ぶ

静岡県の哺乳動物の世界」
藤枝市 街道・文化課

643-3036

9月
とき・ところ イベント名 お問い合わせ

9月6日（日）
午前10時～午後3時
藤枝総合運動公園第二駐車場付近

ふじえだプレイパーク 藤枝市 教育政策課
643-3271

とき・ところ イベント名 お問い合わせ

開催中〜8月2日（日）
午前9時～午後5時
藤枝市郷土博物館・文学館

特別展
「さようなら駿遠線 50 年 

日本一の軽便展」

藤枝市郷土博物館・
文学館

645-1100

開催中〜11月28日（土）
※投影時刻はお問合せください。
ディスカバリーパーク焼津天文科学館

プラネタリウム ヒーリング
「時を刻むこの星空

with DREAMS COME TRUE」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800

開催中〜10月4日（日）
午前9時～午後5時
焼津市歴史民俗資料館

法華寺展・本堂修理記念
「古道に咲く花

受け継がれる祈り」
焼津市歴史民俗資料館

629-6847
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志太広域事務組合総務課 〒421-1121静岡県藤枝市岡部町岡部6-1
広報志太広域　令和２年６月発行　No.126

TEL 054-637-9500　FAX 054-667-0770

前回 №125の答えは「③し尿」でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

※プレゼントは都合により
　変更する場合がございます。

※当選者発表は発送をもって代えさせていただきます。
※お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしません。

正解者の中から抽選で10名様に、
「藤枝朝ラーメン 温＆冷乾麺セット」×３袋を
プレゼント！

令和2年7月13日(月)(必着)までに、
必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で

～○○に当てはまる言葉は何でしょう～
台風・風水害に対する家の外の備え
「風で飛ばされそうな物は○○するか、
家の中へ入れる」

志太広域事務組合
消防職員募集

※申し込み方法など詳しくは、組合事務局、焼津・藤枝消防署で配布する試験案内、
または志太広域事務組合及び志太消防本部ホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程などが変更になる場合は、同
ホームページ内でお知らせします。

日　時

対　象
持ち物

①８月22日㈯ 午前10時～11時30分（受付：午前9時50分～）
②８月22日㈯ 午後  ２時～  ３時30分（受付：午後１時50分～）
③８月25日㈫・④８月27日㈭、⑤９月９日㈬・⑥９月18日㈮、⑦11月12日㈭
　③～⑦は、いずれも午後５時～６時30分（受付：午後４時50分～）

令和３年４月１日採用

短大卒業程度・高校卒業程度の受験案内

中学生以上（保護者同伴可、各回25人、申込順）
スリッパ・上履きをお持ちください。

申込み 学校ホームページよりお申し込みください。

※駐車場は限りがあります。
　申込時にご登録ください。

看護学校入学式看護学校入学式 静岡県中部看護専門学校に42人の新入生が入学！

お問い合わせ ： 静岡県中部看護専門学校
TEL　629-4311　FAX　629-4313
HP http://www.chubu-kango.jp

　4月8日（水）、静岡県中部看護専門学校では、
第 31 期生となる 42 人の新入生を迎えるため
入学式を実施。感染症対策のため、出席者は
新入生と教職員のみでの開催となりました。
新入生代表の小泉菜々さんが「志太榛原地区
の医療を担う看護師になりたい」と抱負を述
べ、新入生一同は看護の道への新たな一歩を
踏み出しました。

　例年はオープン
キャンパスを実施
していますが、本年
度は感染症対策の

ため、学校見学会のみ
開催します。当日は、学校説
明・受験案内・校内見学・個
別相談などを実施。どうぞ
お気軽にご参加ください。

学校
見学会
2020

Q志太のクイズ

応募
方法

　　必要事項
①クイズの答え
②ご意見・ご感想
③郵便番号
④住所
⑤氏名
⑥年齢
⑦電話番号

志太広域事務組合 総務課へ
 　（応募は１人１通まで）

①はがき：
　〒421-1121  藤枝市岡部町岡部６－１
②FAX：667-0770

③Eメール：
　koho@shida.or.jp

（番号を間違えないようにご注意ください）

編集
発行

採用試験 募集人員 受験資格

消
防
職

短大卒業
程度

高校卒業
程度

5人
程度

受付終了

平成６年４月２日以降に生まれ、学校教育法に
規定する短大もしくは専修学校を卒業した
人、または本年度中に卒業見込みの人

平成８年４月２日以降に生まれ、学校教育法に
規定する高校を卒業した人、または本年度中
に卒業見込みの人

受付期間（土・日・祝日を除く）
1次試験
2次試験

８月３日（月）～28日（金）
9月20日（日）・27日（日）
11月上旬を予定（1次合格者に通知）

大学卒業
程度

管内人口
人　口  （うち外国人） 世帯数  （うち外国人）

令和２年 5 月 31 日現在

焼 津 市
藤 枝 市
合 　 計

（4,638）
（1,812）
（6,450）

139,113
144,394
283,507

（2,534）

（3,883）

58,206
60,090

118,296
（1,349）

お問い合わせ ： 総務課 TEL 637-9500  HP  http://www.shida.or.jp

花花 教教室室火火

　毎年、花火で遊ぶことが多くなる夏を前に、幼年期から火の取り扱いやその危険性を学
ぶために、志太消防本部が実施している「花火教室」。本年度も６月から順次、管内の保育
園や幼稚園の園児を対象に実施しています。
　消防職員が「大人と一緒にやる」、「人に向けない」、「水の入ったバケツを用意する」な
どの注意事項を説明した後、園児たちは、先生や職員に見守られながら正しい使用方法で
花火を楽しんでいました。
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