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コンテスト内容

26

１１
１節電の取組期間

25

平成 年 月 日㈫から９月 日㈫ま
での平日︵ただし︑８月 日㈬から 日
㈮までを除く︒︶
︑普段の生活の中で無理
のない範囲での節電をお願いします︒

30

２対象者
２２

３３
３賞品

26

日光市民︵家族・世帯単位︶
ただし︑平成 年６月以降に市の太陽
光発電補助金を受けた方は対象外となり
ます︒

市では、「 うちエコ コンテスト」
を実施して、家庭での節電対策を応
援しています。
楽しく、我慢せず、無理しない
をモットーにご家庭で節電にチャレン
ジして、賞品獲得を目指しませんか？

平成 年８月分の節電実績により︑各
部門の上位 人に︑市の地場産品等の賞
品を贈呈します︒賞品はいずれか一部門
とさせていただきます︒
削 減 部 門
昨年と比較した電気使用量の減少率

エコライフ部門
一人一日あたりの電気使用量

４応募方法
４４

日㈮

31

下記の応募用紙に必要事項を記入のう
え︑８月分の﹁電力使用量のお知らせ﹂
︵コピー可︶を貼付し︑日光市環境課へ
持参︑郵送またはFAXでご応募くださ
い︒

年 月

10

開催

2014/7

日光市役所産業環境部環境課
〒321-1292
今市本町１番地（本庁第4庁舎１階）
TEL 21−5152 FAX 21−2089
kankyou@city.nikko.lg.jp

５応募締め切り
５５

平成
26

うちエコ コンテスト

No.21

30

15

夏の うちエコ コンテスト応募用紙【平成２６年１０月３１日（金）当日消印有効】
の

り し ろ

平成26年8月分であるか確認してください

26年７月分

26年８月分
昨年の電気使用量が記載されています

平成25年6月以降に市の太陽光発電補助金を受けた方は応募できません
●代表者氏名

●住所

●電話番号

●家族構成

環境にっこう

・応募に係る個人情報は、応募者へ
の うちエコ コンテストに関する
事項の通知及び応募事例に関する問
い合わせに限り使用し、他の目的で
使用することはありません。
・家族の人数が大幅に減ったなど、
電気使用量の削減の大部分が省エネ
以外の要因によると判断される場合
には、評価の対象外となる場合があ
ります。
・応募内容は公表を前提として取り
扱います。
・応募された資料（応募用紙や検針
票等）は返却しません。
・応募内容の発表に係る著作権は、
全て日光市に帰属するものとします。
・応募にあたり、虚偽の記載などが
あった場合は失格となります。

人【大人（中学生以上）

●特に取り組んだこと、取り組んで効果があったと思ったことを記入してください。

1

○応募に関する注意事項

人、子ども

人】

︿
切
り
取
り
線
﹀

夏の節電にはこんな方法をお試しください。
〜夏への準備〜
屋外

遮断・断熱など

・アサガオ、ゴーヤなどをネットやプランターに植えて、 緑のカーテン
を作ってみましょう。
・「すだれ」「よしず」などで窓からの日差しをやわらげてみましょう。
・断熱フィルムを窓にはってみましょう。
・エアコンの室外機のまわりを整理整頓し、直射日光をさける日よけを
作ってみましょう。

屋内

冷房

エアコンのフィルターを掃除してみましょう。

〜夏の取組み〜
居間

・エアコンは室温２８度を心がけましょう。
・冷房時はカーテン、ブラインドをしめてみましょう。
・冷房時は部屋のドア、ふすまをしめ、冷房範囲を小さくしてみましょう。
・冷房時は家族が一緒の部屋ですごしてみましょう。
・冷房を使う時間をできるだけ短くするよう心がけましょう。

冷房

28℃

台所

全般

照明

・日中は照明を消して、夜間も照明の時間をできるだけ減らしましょう。

テレビ

・テレビをつけっぱなしにせず、見る番組をしぼるなどしてみましょう。
・リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切りましょう。

電気ポット
炊飯器

・電気ポットの保温時間、炊飯ジャーの保温時間を短くしてみましょう。

冷蔵庫

・冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え、扉の開け閉めを減らし、食
品をつめこまないようにしましょう。

・長時間使わない機器は、コンセントからプラグを抜きましょう。
・日中、ご在宅でないご家庭は、待機電力による節電をお願いします。

2014
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奥日光清流清湖フォトコンテスト

30
30

30

奥日光清流清湖保全協議会では︑奥日光の豊かで
良好な水環境について関心と理解を深めていただく
ため︑今年度も奥日光清流清湖フォトコンテストを
実施します︒

11
11

11

奥日光の水辺︵湯ノ湖・湯川・中禅寺湖等︶と

26
26

26

○ テーマ

12
12

26
26

いきもの︵動植物︶を表現したもの

25
25

○ 募集期間 平成成
成 年７月１日︵火︶〜平成 年 月 日︵日︶

︵作品は平成成
成 年 月１日から平平
平成成
成 年 月

日までに撮影されたものに限ります︒︶

﹁一般の部﹂︑﹁ジュニアの部︵中学生以下︶﹂

１２７㎜ ︶
︶︶
×
３６５
５５㎜
㎜㎜ ︶
︶︶
×

環境課 ℡（２１）５１５２

○ 部門

○ 応募作品の規格

・カラープリントでサイズはＬ︵︵
︵８９㎜

からワイド４切り︵２５４
４４㎜
㎜㎜

・組写真︑合成写真︑画像加工は不可

︵トリミング︑明暗の補正は可︶

会長賞︑副会長賞︑日光市長特別賞︑

栃木県知事特別賞︑協賛団体各賞

平成
成成 年１月頃

お問い合わせ先

・一人につき３作品まで応募可能︵受賞は一人１作品︶

○ 各賞

○ 表彰式
27
2
7

2

土壌などの放射性物質自主測定を
受け付けています

お知らせ

１
○測定対象
家庭の土︑堆肥など︵農地以外の
もの︶
○測定品目数 １人あたり１検体
○測定日
毎週金曜日
︵休日・祝日を除く︒︶
事
※前予約が必要です︒
無料
○測定費用

３ 光化学スモッグにご注意ください
注意報が発令された場合には︑小・中学校等には
市から︑一般の方にはラジオ︵栃木放送︶でお知ら
せします︒
注意報が発令された場合
・激しい運動を控えてください︒
・屋内に入ってください︒
・窓やドアを閉めてください︒
被害の症状例
・目がちかちかする︑涙が出る︒
・喉が痛い︑がらがらする︒

栃木県では︑ＰＭ
︵ピーエム︶
２．
５の
予測を開始しています

症状を感じたときには︑洗眼したり︑うがいをし
たりして︑しばらく安静にしましょう︒
洗眼やうがいをしても症状がよくならないときや
呼吸困難︑手足のしびれなどの症状があるときは︑
すぐに医師の診察を受けましょう︒

４

栃木県では︑ＰＭ︵ピーエム︶２．５の予測を開
始し︑国の指令値︵ マイクログラム︶を上回った
場合には︑県全域に﹁注意喚起﹂が発せられます︒
市では︑今市小学校で測定しています︒
・不要不急の外出を控えましょう︒
・屋外で長時間の激しい運動を控えましょう︒
・屋内においても換気や窓の開閉を必要最低限
にしましょう︒
・呼吸器系等の疾患のある方︑子ども︑高齢者
等はより慎重に行動しましょう︒
大気汚染物質濃度は︑栃木県ホーム
ページ﹁とちぎの青空﹂にてご覧いた
だけます︒

補助金募集

︻
※Ｅ Ｖ ︼＝電気自動車
︻ＰＨＶ ︼＝プラグインハイブリッド車

１ 電気自動車等充電用コンセント

ＥＶ︑ＰＨＶの普及を推進するため︑充電用コン
セント設置費用の一部を助成します︒設置工事前に
申請をお願いします︒
○対象者 市内に住む個人または法人で︑次の条
件を満たす方
・ＥＶ︑ＰＨＶを新たに取得・リースし︑充電
設備を設置する方
・市税︑公共料金に滞納がない方
○補助の金額 自動車用２００Ｖ充電コンセント
の設置工事費の２分の１︵上限５万円︶

２ 電気自動車等充電設備設置費

環境課

℡

不特定多数の者の利用に供するＥＶ︑ＰＨＶの充
電設備を市内に設置する方の設置費用の一部を助成
します︒設置工事前に申請をお願いします︒
○対象者 市内に１年以上業務を行っている事業
所または事務所を有する事業者︵個人または法
人︶
・自動車の製造事業者︑自動車の販売事業者︑
電気供給事業者でないこと︒
・市税︑公共料金に滞納がない方
・ 充電に必要な駐車スペースがあり︑案内標識
を設置できる方
○対象事業
・電気自動車等に充電するための充電設備︵急
速及び普通充電スタンド︶で︑経済産業省の
クリーンエネルギー自動車等促進対策費補助
金の補助対象設備として指定された充電設備
を︑新たに設置するもの
・同一敷地内に充電設備１基が限度です︒
○補 助 額
・急速充電器 補助率６分の１ 上限 万円
・普通充電器 補助率６分の１ 上限 万円

お問い合わせ先

５１５２

環境にっこう

3

10 50

(21)

70

土砂の埋め立て等には許可が必要
２
です
５００ ㎡ 以上
の区域に土砂の
埋め立て︑盛土
などをしようと
す る と きは ︑ 市
長等の許可が必
要になります︒
埋め立て等に
必 要な 規 制 を 行
うこ とにより︑
土壌汚染や 災害
の発生を防止し︑
市民の生活の安
全を確保すると
ともに生活環境
の保全を図るこ
とを目的として
います︒
土砂埋め立てには市への
許可申請が必要です。

日光でecoな活動をしているお店を応援します！

４月１日に認定された︑
５事業者とその主な取り組み
を紹介します︒

エコショップ

日光市エコショップ認定制度
は︑環境に配慮した営業活動を

ベイシア今市モール店 ︵芹沼︶

磯部建設 ︵今市︶
ＩＳＯ１４００１認証取得︑エコスラグ
入りの製品の製造販売

阿部工務店 ︵湯西川︶
ＩＳＯ１４００１認証取得︑低公害車︑
低燃費車の導入

エコオフィス

レジ袋の有料化︑照明のＬＥＤ化

積極的に行っている事業所を市
が認定し︑紹介していきます︒
市民の皆さんに認定店を積極的
に利用していただき︑より多く
の事業者が環境に配慮した営業
活動に取り組んで頂くことを期
待しています︒
詳しくは︑上記掲載の専用ホ
ームページをご覧ください︒

宇都宮文化センター日光支店

︵所野︶
ＩＳＯ１４００１認証取得︑ごみ分別の
徹底とリサイクルの実施

エコホテル
ゆ宿美や川旅館 ︵湯元︶
温泉排湯水を熱源としたヒート
ポンプ設備の導入

http://www.nikko-ecoshop.com/

資源物回収報奨金の制度
を活用してみませんか？

ごみ減量と資源の有効利用を

推進するために︑資源物回収団

体報奨金制度を設けています︒

家庭から出る資源物を集団回

収し︑売り払いを行っている団

体に対して報奨金を交付するも

のです︒報奨金については今年

度から上限額が撤廃されました︒

資源物を売り払った代金のほ

かに︑資源物１㎏ につき６円を

市がお支払いします︒

売り払い代金と報奨金は︑回

収団体において有効に活用して

ください︒

制度の利用には事前に資源物

回収団体届出書の提出など手続

きが必要となります︒

℡

詳しくは廃棄物対策課まで

お問い合わせ

ください︒

お問い合わせ先

廃棄物対策課

５１３８

(21)

日光市は循環型社会の構築に向け
環境に優しいライフスタイルの確立
を目指しています︒

エコショップ等認定制度

4
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