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冬の 節電で賞品を

KANKYO NIKKO

発

行

Eメール

2014/1
冬が寒い日光市では、暖房などで
多くの電力を使用します。国が提唱
する冬季の節電期間中に節電にチャ
レンジし、コンテストへ応募してみ
ませんか？

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

冬季の節電期間とは

月から３月までが冬季の節電期
間です。日常生活において、無理の
ない範囲での節電をお願いします。

特に平日９時から 時にご協力ください。
※

!!

ろ
○応募に関する注意事項

25
26

平成24年１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

・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。

人、子ども

人】

〈切り取り線〉

昨年の電気使用量が記載されています

環境にっこう
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【平成26年２月14日㈮当日消印有効】

平成26年１月分であるか確認してください

1

コンテストへの応募について

し

◆対象者

り

日光市民

24

冬の“うちエコ”コンテスト 応募用紙
の

た だ し 、 平 成 年１ 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。

◆賞品

26

年１月分の節電実績から判断

人に、３千円相当

30

平成

し、各部門の上位

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

◆応募方法

年１月分の「電力使用量の

26

次の応募用紙に必要事項を記入のう

え、平成

お知らせ」（コピー可）を貼付し、日

日㈮当日消印有効

光市環境課へ持参・郵送・℻でご応募

ください。

年２月

14

◆応募締め切り

平成
26

№19

その紙
リサイクルできませんか。

す。種類ごとにひもで束ねるか、

は、古紙を４種類に分けていま

することができません。日光市で

を一緒にしてしまうとリサイクル

す。そのため、種類の異なる古紙

古紙は種類ごとに用途が違いま

洗剤・石鹸の紙製容器、おむつ

アイスクリームなどの紙製容器、

印 画 紙 、圧 着はがき 、ティッシュ、

例▼感熱紙やカーボン紙、写真や

できません。燃えるごみになります。

れ 、 臭 い の 付 い た 紙 は リ サ イ クル

紙以外の成分が含まれる紙や汚

【リサイクルできない紙】

紙袋に入れて古紙の収集日にステ

など。

ダンボール

紙パック

雑誌・雑紙

2
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【分別しよう！】

ーションへ出してください。

聞

◎ホチキスなどの留め具はつい
たままでOK
◎テープや宅急便の伝票などは
取り除く。

燃えるゴミをもう一度確認してみてください。
せっかくの資源を焼却していませんか。
【リサイクルの輪】
日本では、家庭やオフィス、工場
などから様々なルートで古紙が集め
られ、再生利用する「リサイクルの
％ 以上を古紙が占めて

輪」が築かれてきました。今では、
製紙原料の

られている多くの紙を、ぜひ「リサ

と回っていきません。まだまだ捨て

人ひとりが参加しなければ、きちん

た「リサイクルの輪」も、私たち一

います。しかし、せっかく築いてき

60

イクルの輪」にのせてください。

新

廃棄物対策課☎21-5138

くわしくは

◎雑紙はすべてひ
とまとめにして
OK
◎細かいものは、
紙袋に入れて出す。
◎ティッシュ取り出し口や窓枠
封筒のビニールは取り除く。

雑誌、カタログ、
菓子箱やティッシ
ュ箱、カレンダ
ー、紙袋、包装紙
など

◎洗って開いて、
乾かしてから
出す。

牛乳やジュースの
紙パック

◎チラシもひと
まとめにして
OK
新聞紙
（チラシを含む）

燃えるごみにしていま
せんか？
紙袋に入れるか、束ねて
古紙の日に出してください

生ごみ処理機、コンポストの
助成制度があります。
～生ごみの減量 始めてみませんか～

注意！

くわしくは
廃棄物対策課☎21-5138

スプレー缶などの出し方

11月12日（火）、ごみを収集し
ていたパッカー車の荷台が燃える
事故が発生しました。可燃性ガス
が残ったままのスプレー缶が原因
です。安定したごみ処理のために、
出し方のルールを守りましょう。
カセット式ガスボンベやスプレー缶、ライターなどをごみとして出す場合
は、次のとおり、ガスを抜いて燃えないごみの日に出してください。

エアゾール缶、カセットボンベ
中身を使い切った後、完全にガスを抜くために穴を空けてく
ださい。
※穴を空けるときは、風通しのよい屋外などで付近に火気
がないことを確認したうえで作業してください。
※ほぼすべてのエアゾール製品には「ガス抜きキャップ（中
身排出機構）」がついています。商品に記された説明に
従って作業してください。
※やむを得ず使いきれない場合は、ボンベ本体に記載され
ているメーカーまたは（社）日本ガス石油機器工業会「カ
セットボンベお客様センター（☎0120-14-9996）」にお
問合せください。

使い捨てライター
操作レバーを押し下げて「シュー」という音が聞こえないこと
を確認してください。
※ガスを抜く場合は、操作レバーを輪ゴムや粘着テープで
固定すると簡単です。

3
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油流出事故を未然に防ごう！
冬場は灯油などの利用が多い時期です。事業所や家庭のホームタンクから灯油や重油などが漏れ出し、河川
や用水路へ流出する事故が発生しています。河川の油汚染は、生活のための取水ができなくなるだけでなく、自然
へも影響が及ぶおそれがあります。油流出事故防止につとめ、日光のきれいな水を守りましょう！

油流出防止のためのセルフチェック

①給油中は離れない

②落雪・除雪時に注意

③配管に目印や保護をする

④定期点検をする

※油流出事故が発生した場合は、原因者に多額の処理費用などの賠償が発生することがあります。
ピーエム

ＰＭ２.５（微小粒子状物質）注意喚起について

国の指針値（日平均値70μｇ/㎥）を越えると予想されるとき、
“注意喚起”が発せられます。
栃木県の場合、県内の一般環境測定局７局のうち１局でも国の指針値を超えると予想される場合、次のと
おり県全域に注意喚起が発せられます。
①午前５時から７時までの毎正時の測定値の平均値が85μｇ/㎥を超えたときは、午前８時発表
②午前５時から正午までの毎正時の測定値の平均値が80μｇ/㎥を超えたときは、午後１時発表

“注意喚起”があった場合には
不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控え、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。 また、呼吸器系等の疾患のある方、子供、高齢者等はより慎重に行動しましょう。
くわしくは市ホームページ「暮らしのガイド(生活・環境)＞大気環境」をご覧ください。
→ http://www.city.nikko.lg.jp/kankyou/guide/seikatsu/sumoggu/index.html
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。

鳥の観察会
リスや
シジュウカラ
もいたよ♪

○内

容○

に参加してみませんか？
日光だいや川公園で野鳥の観察
日光市クリーンセンターですすき工作

○集合場所○

日光市クリーンセンター（日光市千本木945-1）

○日

平成26年２月23日（日）９：00～14：30

時○

○対 象 者○

市内に在住または勤務している方
（※中学生未満の方は保護者同伴）

昨年行われた鳥の観察会の様子

○料

金○

無料

○定

員○

25人程度（※先着順になります）

○申

込○

平成26年１月６日（月）から１月31日（金）まで
※申し込み及び問い合わせは環境課☎21-5152まで
環境にっこう

4

