
平成 29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

※二市に加え焼津市立総合病院、藤枝市立総合病院、榛原総合病院からの分担金、負担金を財源に運営しています。

※各会計の表示単位未満は四捨五入のため、合計数値が合わない場合
があります。

問合先　総務課　637-9500

【歳入】 65億 7,702万円

①分担金及び負担金 二市からの分担金及び高速道路救急業務負担金 59億 6,225万円

②使用料及び手数料 斎場会館使用料並びにごみ処理及び消防手数料など 2億 3,236万円

③国庫支出金 消防車両整備に係る防衛省及び新環境管理センター・
（仮称）クリーンセンターの整備に係る環境省交付金 6,524万円

④県支出金 消防資機材購入などに係る補助金及び交付金
並びに消防学校等派遣職員の人件費負担金 3,440万円

⑤財産収入 鉄くずなどの売上収入や基金の運用収入など 4,380万円

⑥繰越金 前年度からの繰越金 1億698万円

⑦諸収入 有償入札拠出金（ペットボトル）など 2,658万円

⑧組合債 消防車両整備及び新環境管理センター整
備に係る借入金 1億540万円

【歳入】 分担金、授業料など 1億 9,471万円

【歳出】 63億 6,252万円

①議会費 議員報酬、議会開催、議会活動の経費 127万円

②総務費 一般事務管理費、広域連携、広報発行経費など 1億3,584万円

③衛生費
斎場会館・ごみ処理施設・し尿処理施設・
最終処分場の管理運営費、新斎場・新環
境管理センター・（仮称）クリーンセン
ターの整備に係る経費

36億7,901万円

④消防費 消防救急業務に係る経費 24億1,266万円

⑤公債費 新斎場及び消防施設の整備に係る借入金の元利償還金 1億3,373万円

【歳出】学校運営費・看護教員養成費など 1億 8,584万円



3月

1月 2月
日　時 催　事　名 問　合　先

H30.11.23（金・祝）～H31.1.20（日）
午前9時～午後5時

明治維新１５０年記念特別展
「藤枝発！駿河の幕末維新展」

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

H30.12.22（土）～Ｈ31.1.6（日）
投影時刻はお問い合わせください。

プラネタリウム冬休み特別番組
「妖怪ウォッチ  プラネタリムは星と 
 妖怪がいっぱい !」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800

開催中～4月7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
・1月3日（木） 午前10時～午後3時

冬の特別展
「めざせアンドロメダ！宇宙探検すごろく」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800

1月1日（火・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 Mix やぃ～づ

090-6077-1508

1月3日（木）
正午～午後2時30分

サイエンスワークショップ
「お正月だよ！ポリ袋で凧をつくろう！」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800
1月5日（土）
午後2時開演

千住真理子・長谷川陽子・仲道郁代
女神たちの愛のうた

焼津文化会館
627-3111

1月12日（土） 午前10時～ 白子１００円笑店街 白子名店街 663-6113
1月12日（土）
午後１時30分～午後４時30分

まちづくり市民集会
「大ワールドカフェ」

焼津市市民協働課
626-1178

1月20日（日）
午前10時30分～午後3時30分 て～しゃばストリート「BiVi Day Ⅱ」 ㈱まちづくり藤枝

645-1555
1月26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 )

藤枝市立総合病院総務課
646-1111 ㈹

1月26日(土)
午後5時開演

ORANGE RANGE LIVE TOUR 018-019 
～ ELEVEN PIECE ～

焼津文化会館
627-3111

1月27日（日） 午前9時30分～ なつかしの映画劇場 焼津文化会館 627-3111
1月27日（日）
午後4時開演

吉田兄弟×レ・フレール
スペシャルコラボコンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

1月27日(日)・2月3日(日）
午前9時30分～ 黒はんぺんを作ろう 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

日　時 催　事　名 問　合　先

3月21日（木・祝）
午後6時～

モンゴルの星空と馬頭琴
会場：ディスカバリーパーク焼津天文科学館

焼津市ホストタウン推進協議会
（焼津市文化・交流課内）

626-9412
3月21日（木・祝）
23日（土）、24日（日）
正午～午後４時

科学工作コーナー
「夜光ビーズストラップ
 くらやみひかるくん」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800
3月23日（土）
午後2時開演 ハッスル★マッスル 2019 ～忍者～ 焼津文化会館

627-3111
3月26日(火)～4月14日（日）
投影時刻はお問い合わせください。

プラネタリウム春休み特別番組
「銀河鉄道 999 赤い星べテルギウス いのちの輝き」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

日　時 催　事　名 問　合　先

投影中～4月14日（日）
投影時刻はお問い合わせください。

生解説プラネタリウム
「めざせアンドロメダ！宇宙探検サイコロの旅」 ディスカバリーパーク

焼津天文科学館
625-0800迫力映像 CGドームシアター

「ムーン・ジャーニー テルミとリサの大きな一歩」

2月1日（金）～3月30日（土）
午前9時～午後5時

文学館特別展
「こぐまちゃんと１１ぴきのねこ 
 ～こぐま社ロングセラー絵本展～」

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

2月1日（金）～5月19日（日）
午前9時～午後5時

企画展
「なつかしの焼津　昭和×暮らし×道具」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

2月2日（土）～4月7日（日）
午前9時～午後5時 柏屋のひなまつり 大旅籠柏屋

667-0018
2月3日(日)
午前9時～ ふるさと朝比奈いきいき祭り いきいき交流センター

668-0860
2月3日（日）
午前１０時～ サンライフ藤枝まつり サンライフ藤枝

644-3012

2月8日（金） 山の神祭（焼津市関方） 焼津市歴史民俗資料館
629-6847

2月10日（日）
午前9時～ 大久保ほっかほかまつり 大久保キャンプ場・グラススキー場

631-2227

2月23日（土）
午前9時～午後4時
(だるま市は午後7時頃まで)

虚空蔵尊春季大祭とだるま市
弘徳院

628-3561
（一社）焼津市観光協会

626-6266
2月23日（土）
午前１０時～ 駅北フェスタ 藤枝駅前商店街振興組合

641-0707
2月23日（土）
午後1時～午後5時

love local MARKET
「ほっこり× FUJIEDA」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

2月23日(土)～24日(日) 1泊
開始：午後12時45分、
終了：午後2時30分

焼津さわやかハイキング 静岡県立焼津青少年の家
624-4675

2月23日（土）・24日（日）
23日（土）10:00～  24日（日）9:00～ 大井川公民館まつり 大井川公民館

622-3111
2月24日（日）～3月3日（日）
午前10時～午後5時　

Ｒｅａｄ Ａｒｔｓ
～びじゅつじょろん～

藤枝市街道・文化課
643-3036

2月24日（日）
午後2時開演

鈴木大介
映画名曲コンサート

焼津文化会館
627-3111

2月24日（日）
午前10時～正午 山の手さくらまつり 山の手未来の会

090-7858-9004
2月28日（木）
午前10時～午後4時30分

（露店は午後8時30分頃まで）
飯淵のお不動山　例祭 長徳寺

622-0745

日　時 催　事　名 問　合　先
3月2日(土)
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

（開場・開演時刻は予定）

焼津市・大井川町合併 10 周年記念
第 40 回　こどものつどい

焼津図書館
628-2334

3月2日（土） 午前１０時～ 白子１００円笑店街 白子名店街 663-6113
3月3日（日）
午後4時30分開演

南こうせつコンサートツアー2019
～おもかげ色の空～

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

3月7日（木）～3月10日（日）
未定 第２回交流都市芸術祭 藤枝市文化協会

631-6050
3月9日（土）
①午前11時開演　②午後2時３０分開演

それいけ！アンパンマン
ミュージカル

焼津文化会館
627-3111

3月17日（日）
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート「春の kokokaraマルシェ
 × CHA！チャ！茶！ふじえだ」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

3月17日（日）
午後6時～午後11時頃 藤守の田遊び 焼津市歴史民俗資料館

629-6847
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午後4時開演
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1月27日(日)・2月3日(日）
午前9時30分～ 黒はんぺんを作ろう 静岡県立焼津青少年の家

624-4675

日　時 催　事　名 問　合　先

3月21日（木・祝）
午後6時～

モンゴルの星空と馬頭琴
会場：ディスカバリーパーク焼津天文科学館

焼津市ホストタウン推進協議会
（焼津市文化・交流課内）

626-9412
3月21日（木・祝）
23日（土）、24日（日）
正午～午後４時

科学工作コーナー
「夜光ビーズストラップ
 くらやみひかるくん」

ディスカバリーパーク
焼津天文科学館

625-0800
3月23日（土）
午後2時開演 ハッスル★マッスル 2019 ～忍者～ 焼津文化会館

627-3111
3月26日(火)～4月14日（日）
投影時刻はお問い合わせください。

プラネタリウム春休み特別番組
「銀河鉄道 999 赤い星べテルギウス いのちの輝き」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

日　時 催　事　名 問　合　先

投影中～4月14日（日）
投影時刻はお問い合わせください。

生解説プラネタリウム
「めざせアンドロメダ！宇宙探検サイコロの旅」 ディスカバリーパーク

焼津天文科学館
625-0800迫力映像 CGドームシアター

「ムーン・ジャーニー テルミとリサの大きな一歩」

2月1日（金）～3月30日（土）
午前9時～午後5時

文学館特別展
「こぐまちゃんと１１ぴきのねこ 
 ～こぐま社ロングセラー絵本展～」

藤枝市郷土博物館・文学館
645-1100

2月1日（金）～5月19日（日）
午前9時～午後5時

企画展
「なつかしの焼津　昭和×暮らし×道具」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

2月2日（土）～4月7日（日）
午前9時～午後5時 柏屋のひなまつり 大旅籠柏屋

667-0018
2月3日(日)
午前9時～ ふるさと朝比奈いきいき祭り いきいき交流センター

668-0860
2月3日（日）
午前１０時～ サンライフ藤枝まつり サンライフ藤枝

644-3012

2月8日（金） 山の神祭（焼津市関方） 焼津市歴史民俗資料館
629-6847

2月10日（日）
午前9時～ 大久保ほっかほかまつり 大久保キャンプ場・グラススキー場

631-2227

2月23日（土）
午前9時～午後4時
(だるま市は午後7時頃まで)

虚空蔵尊春季大祭とだるま市
弘徳院

628-3561
（一社）焼津市観光協会
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2月23日（土）
午前１０時～ 駅北フェスタ 藤枝駅前商店街振興組合

641-0707
2月23日（土）
午後1時～午後5時

love local MARKET
「ほっこり× FUJIEDA」

㈱まちづくり藤枝
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2月23日(土)～24日(日) 1泊
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午前10時～午後4時30分

（露店は午後8時30分頃まで）
飯淵のお不動山　例祭 長徳寺
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日　時 催　事　名 問　合　先
3月2日(土)
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【歳入】 65億 7,702万円

①分担金及び負担金 二市からの分担金及び高速道路救急業務負担金 59億 6,225万円

②使用料及び手数料 斎場会館使用料並びにごみ処理及び消防手数料など 2億 3,236万円

③国庫支出金 消防車両整備に係る防衛省及び新環境管理センター・
（仮称）クリーンセンターの整備に係る環境省交付金 6,524万円

④県支出金 消防資機材購入などに係る補助金及び交付金
並びに消防学校等派遣職員の人件費負担金 3,440万円

⑤財産収入 鉄くずなどの売上収入や基金の運用収入など 4,380万円

⑥繰越金 前年度からの繰越金 1億698万円

⑦諸収入 有償入札拠出金（ペットボトル）など 2,658万円

⑧組合債 消防車両整備及び新環境管理センター整
備に係る借入金 1億540万円

【歳入】 分担金、授業料など 1億 9,471万円

【歳出】 63億 6,252万円

①議会費 議員報酬、議会開催、議会活動の経費 127万円

②総務費 一般事務管理費、広域連携、広報発行経費など 1億3,584万円

③衛生費
斎場会館・ごみ処理施設・し尿処理施設・
最終処分場の管理運営費、新斎場・新環
境管理センター・（仮称）クリーンセン
ターの整備に係る経費

36億7,901万円

④消防費 消防救急業務に係る経費 24億1,266万円

⑤公債費 新斎場及び消防施設の整備に係る借入金の元利償還金 1億3,373万円

【歳出】学校運営費・看護教員養成費など 1億 8,584万円


