
日　　　時 催　　事　　名 問 合 先

12月17日㈯〜4月9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

1月3日㈫・4日㈬
午前10時〜午後4時30分

冬の特別展
「あつまれ!科学あそび広場」

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
625-0800

12月17日㈯〜4月16日㈰
投影時刻はお問い合わせください。

大人も子どもも楽しめるプラネタリウム
「ノーマン・ザ・スノーマン　　
〜北の国のオーロラ〜」

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館
625-0800

1月1日（日・祝）
午前6時30分〜午前7時30分

初日の出群舞 焼津群舞の会事務局（森）
090-6077-1508

1月1日（日・祝）〜3日㈫ 焼津神社幟祭 焼津神社
628-2444

1月7日㈯〜2月12日㈰
午前9時〜午後5時

博物館企画展
お正月を飾る郷土玩具展

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

1月7日㈯〜2月12日㈰
午前9時〜午後5時

文学館企画展
杉山惠一の世界展〜生物学者が愛した美と文芸〜

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

1月9日(月・祝)
開場:午後1時/開演:午後2時

Piano Duo Concert 藤枝市民会館
643-3931

1月22日㈰
午前8時10分（開会式スタート）

第10回藤枝リバティ駅伝 藤枝市スポーツ振興課
643-3126

1月22日㈰
①午後１時開演 ②午後4時30分開演

コロッケコンサート
笑う“顔”には福来たる!

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

1月28日㈯
午前11時〜午前11時30分

かしばや豆まき 大旅籠柏屋
667-0018

1月29日㈰
午前9時30分〜午後1時

黒はんぺんを作ろう
〜作ってなっとく、食べてまんぞく〜

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

1月29日㈰
午前10時30分〜午後3時30分

て〜しゃばストリート
「BiVi Day」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

1月

日　　　時 催　　事　　名 問 合 先

2月5日㈰
【午前の部】
開場午前10時
開演午前10時30分

【午後の部】
開場午後1時30分
開演午後2時

こどものつどい 焼津市立焼津図書館
628-2334

2月8日㈬ 関方地区 山の神祭 焼津市歴史民俗資料館
629-6847

2月9日㈭
午後1時30分〜

焼津市立総合病院 みんなの健康講座
「嚥下障害のはなし」

焼津市立総合病院病院総務課
623-3111

2月11日（土・祝）
午後1時30分〜午後4時

藤枝市立総合病院 市民公開講座
「三次救急について」

藤枝市立総合病院 病院総務課
646-1111

2月12日㈰
午前10時30分〜午後3時30分

て〜しゃばストリート
「Sweet Flower Valentine 2017」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

2月14日㈫〜4月9日㈰
午前9時〜午後5時

大旅籠柏屋のひなまつり 大旅籠柏屋
667-0018

2月

日　　　時 催　　事　　名 問 合 先

2月18日㈯〜3月31日㈮
午前9時〜午後5時

文学館開館10周年記念特別展・
加藤まさを生誕120周年記念展
大正ロマン展〜“まさを”と“夢二”〜

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

2月19日㈰・26日㈰
開場 午後1時30分
開演 午後2時

『My（マイ） town（タウン） 
　　　千年先のわたしたちへ』

東海道街道文化創造事業実行委員会事務局
（藤枝市 街道・文化課）

643-3036

2月23日㈭ 虚空蔵尊ダルマ市 弘徳院
628-3561

2月25日㈯〜2月26日㈰
焼津さわやかハイキング
〜歩かざぁ、焼津〜

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

2月26日㈰
午後2時開演

大井川文化会館ミュージコ
開館25周年記念事業

【ミュージコ・グランシップ共同
事業】鈴木裕子と静岡の仲間た
ち・フレッシュコンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

2月28日㈫ 長徳寺飯淵不動尊例祭 長徳寺
622-0745

2月

日　　　時 催　　事　　名 問 合 先

3月中旬
午前10時〜午後2時

玉露の里椿まつり 藤枝市商業観光課
643-3078

3月4日㈯
午後2時開演

大井川文化会館ミュージコ
開館25周年記念事業
モト冬樹・桑野信義・つのだ☆ひろ

「足袋姿三人男 パート2」

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

3月4日㈯〜5日㈰
午前9時〜午後4時（5日は午後3時）

第26回春の作品展・発表会 高洲地区交流センター
635-1458

3月9日㈭〜12日㈰
(仮)午前9時〜午後5時

藤枝市民文化祭
藤枝市交流都市芸術祭

藤枝市 街道･文化課
643-3036

3月12日㈰
午前9時（ハーフスタート）

第24回ふじえだマラソン 藤枝市スポーツ振興課
643-3126

3月12日㈰
午前11時〜午後3時

て〜しゃばストリート
「ふじえだ春の美酒マルシェ」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

3月中旬 びく石山開き 藤枝市商業観光課
643-3078

3月17日㈮ 藤守の田遊び 焼津市歴史民俗資料館
629-6847

3月18日㈯、25日㈯、26日㈰
午後1時〜午後4時
※参加方法等の詳細は
お問い合わせください

科学工作コーナー
虹が見える不思議な

「レインボーカード」

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館

625-0800

3月19日㈰、20日(月・祝)
午前11時15分､午後12時15分､
午後1時15分､午後2時15分
 (各回30分)
※参加方法等の詳細は
　お問い合わせください

サイエンスワークショップ
「光でかたまる樹脂でアクセサ
リーをつくろう」

ディスカバリーパーク焼津
天文科学館

625-0800

3月20日（月・祝）
午前10時30分〜午後1時

葉梨アーモンドまつり 葉梨西北活性化施設　白ふじの里
638-4155

3月

イベント情報 2017年1月〜3月 検 索志太のイベント
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。

平成27年度　志太広域事務組合決算
一般会計

看護専門学校事業特別会計

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・負担金を財源に、静岡県中部看護専門学校を運営しました。

【歳入】 57億355万円

①分担金及び負担金 二市からの分担金及び高速道路救急業務負担金 44億2,493万円
②使用料及び手数料 斎場使用料やごみ処理手数料など 2億2,615万円

③国庫支出金 消防車両整備に係る防衛省及び消防庁補助金並びに
（仮称）クリーンセンターの整備に係る環境省交付金 6,307万円

④県支出金 消防資機材購入などに係る補助金及び消防学校等派遣
職員の人件費負担金 4,539万円

⑤財産収入 アルミなどの売上収入や基金の運用収入など 3,050万円
⑥繰越金 前年度からの繰越金 1億4,015万円
⑦諸収入 有償入札拠出金（ペットボトル）など 2,536万円
⑧組合債 新斎場施設及び消防車両整備に係る借入金 7億4,800万円

【歳入】 分担金、授業料など 1億9,795万円

【歳出】 55億4,319万円

①議会費 議員報酬、議会開催、議会活動の経費 139万円
②総務費 一般事務管理費、広域連携、広報発行経費など 1億6,633万円

③衛生費 斎場・ごみ処理施設・し尿処理施設・最終処分場の管理運営費、
（仮称）クリーンセンター・新斎場の整備に係る経費 28億8,077万円

④消防費 消防救急業務に係る経費 24億6,824万円
⑤公債費 新斎場及び消防施設の整備に係る借入金利息 2,646万円

【歳出】 学校運営費・看護教員養成費など 1億8,733万円


