環境 ～地球にやさしい活動に参加してみませんか
～地球にやさしい活動に参加してみませんか～
～
集合、ムラカミ屋、祐泉寺、法

資源ごみ回収に報奨金

華寺、旧三島測候所、間眠神社

三島市エコエコデーの
結果報告

など、市役所解散）
資源ごみ回収運動に協力いただ
いた団体に対して報奨金を交付し

持ち物

軍手、ごみ袋、ごみばさ

参加費

目的 古新聞、アルミ缶、廃食用油

問合せ

（使用済みてんぷら油）などの再
生利用の促進やごみの減量化
対象

資源ごみを集団回収した後、

いるので、ご注意ください。

無料※事前申し込み不要
環 境 政 策 課（緯９８３－

市内の事業所において、交通混
雑の緩和や地球温暖化対策のため、
通勤時におけるノーマイカー、時

２６４７）

中郷地区エコリーダー活動

大場の史跡めぐり

回収業者などに引き渡した団体
※廃食用油は回収場所が決まって

市エコエコデーを実施しました。

み（持っている人）

ます。

６月３日金と１０月７日金に三島

郷土の大切な史跡を守るため、

差出勤、相乗りなどの取り組みの
結果、次のとおりとなりました。
ご協力ありがとうございました。
また、この趣旨に賛同いただけ

環境美化（ごみ拾い）をしながら、

る事業所は都市計画課へご連絡く

廃食用油以外について

大場の史跡や文化財を訪ねません

ださい。

は１ｋｇ当たり４円、廃食用油

か。当日は郷土史家の小泉安三さ

１ℓあたり３０円

んが史跡を案内してくれます。

報償金額

提出書類

①資源ごみ回収団体届

出書②報奨金交付申請書③資源

とき

１月２９日日午前９時～正午

ごろ※小雨決行
ちんぴ

ごみを引き渡した際に回収業者
などから受け取った領収書、仕
※申請者と口座名義が異なる場合、
委任状が必要な場合があります。
１月１３日金

問 合 せ 環 境 政 策 課（緯９８３－
２６４
７）

参加人数
参画事業所数
通勤自家用車
削減台数

６／３金 １
０／７金
２,
２
０６人

２,
１
５
７人

２８事業所 ３４事業所
８７
２台

９
７３台

荷神社、名号山光明寺など
持ち物

切書など

提出期限

コース 大場公会堂集合、珍嚭稲

実施日

軍手、ごみ袋、ごみばさ

み（持っている人）
参加費

無料

申込み・問合せ

参画事業所一覧（順不同・敬称略）
・第一段ボール㈱・資三島印刷
所・㈱万城食品・㈱協和ブレー

１月２０日金まで

ド製作所・㈱三光ダイカスト工

に 環 境 政 策 課（緯９８３－２６４７）、

業所 ・エミック㈱三島事業所・

または中郷地区エコリーダー大

ＣＢＣ㈱ CBCイングスカンパ

石さん（緯９７７－６５２６）へ。

ニー・アオイ工販㈱・三島商工

市制７０周年記念事業

会議所・オムロン㈱三島事業所・

新春

三島づくし展

東芝テック㈱静岡事業所・森永
製菓㈱三島工場・東レフィルム

しょうやく

旧市内地区エコリーダー活動

名所めぐりエコウオーキング
郷土の大切な史跡を守るため、
環境パトロール（ごみ拾い）をし
ながら、東部地区の史跡や文化財

加工㈱三島工場・明治ケンコー

イコといった貴重な植物など、三

ハム㈱三島工場・矢崎部品㈱裾

島由来のものを展示・紹介します。

野製作所徳倉 BF
・㈱電業社機械

とき １月５日木～９日（月・祝）午

製作所三島事業所・㈱伊豆フェ

前１０時～午後５時（５日は午後１

ルメンテ・三島殖産㈱・東京電

時から、９日は午後３時まで）

力㈱三島支社・中林建設㈱・伊

ところ
入場料

るさとガイド会員による案内があ

主催

とき

※雨天中止

広報

みしま

無料
三島づくし展実行委員会

（三島市エコリーダー）

１月１４日土午前９時～１１時

コース

生涯学習センター３階市

民ギャラリー

を訪ねませんか。当日は三島市ふ
ります。
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生薬として用いられるミシマサ

約２娃（三嶋大社鳥居前

問 合 せ 環 境 政 策 課（緯９８３－
２６４７）

豆箱根鉄道㈱・㈱鈴木工務店・
日清プラザ㈱・㈱ライフフード
クォリティ（おんふらんす）
・東
レ㈱三島工場・横浜ゴム㈱三島
工場・丸善工業㈱・三島信用金
庫（市内７店舗）・三島市役所
問合せ 都市計画課（緯９８３－２６３１）

楽しく省エネ
無理なく節電

○照明の購入の際は、電球形蛍光ラン

ょう。

プやＬＥＤ電球、ＬＥＤ照明器具へ

問合せ
２６４７）

代替可能なものは切替えに努めまし

省エネルギー・節電は、我慢、

環 境 政 策 課（緯９８３－

省エネチェックリスト

節制という消極的なイメージでは

チ
ェ
ッ
ク

省エネ項目

なく、２１世紀における新しい積極
的なライフスタイルです。エネル

暖房時のエアコンの温度設定を２１℃から２０℃に
暖房時のガスファンヒーターの温度設定を２１℃から２０℃に

ギー問題と社会経済システムやラ

暖房時の石油ファンヒーターの温度設定を２１℃から２０℃に

イフスタイルとの関わりについて

電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選ぶ

理解を深め、省エネルギーや節電

暖房時（２０℃）のエアコンを１日１時間短縮

に向けた行動を実践しましょう。
○家電機器、ＯＡ機器、自動車などのエ
ネルギー消費機器は、必要なエネル
ギーを必要な時に効率よく使い、消
費電力の削減に努めましょう。

1台 の 年 間
節約金額
１,
１７
０円
１,
３９
０円
７
８０円
１,
９８
０円
９
００円

暖房時（２０℃）のガスファンヒーターを１日１時間短縮

２,
２４
０円

暖房時（２０℃）の石油ファンヒーターを１日１時間短縮

１,
３０
０円

こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用

７
１０円

白熱球（５４Ｗ）を省エネ型電球形蛍光ランプ（１２Ｗ）に替える
冷蔵庫にものを詰め込みすぎない

１,
８５
０円
９
６０円

冷蔵強度を適切に（強→中）

１,
３６
０円

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置

９
９０円

○家電機器、ＯＡ機器などの購入に当

冷蔵庫の扉の無駄な開閉をやめる（５０回 /日→２５回 /日）

２
３０円

たっては、より省エネルギー性能の

洗いものをする時は、給湯器の温度設定を４０℃から３８℃に

１,
５０
０円

電気ポットを長時間使わない時は、コンセントからプラグを抜く

２,
３６
０円

お風呂は間隔をおかずに入り、追いだきをしない

６,
４９
０円

シャワーはお湯を流しっぱなしにしない（１分間／回の短縮）

３,
１７
０円

高い機器を選択しましょう。
○原則２
０℃を徹底するよう適切な空調
の使用・管理を行い、快適に過ごせる
よう「ウォーム・ビズ」を励行しま
しょう。

温水洗浄便座を使わない時にはふたを閉める

７
７０円

温水洗浄便座の設定温度を１段階下げる

５
８０円

温水洗浄便座の洗浄水の温度設定を１段階下げる

３
００円

（参考文献：家庭の省エネ大辞典２０
１
１年版）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

くことで、ごみの減量やごみ回収の作

送内容を電話で確認できる同報無線

業がしやすくなり、集積所の美観も保

テレホンサービス（緯０１２０２１２１８４）を

広報みしま 7月 1日号で募集を

てると考えます。「実行できるところ

行っておりますので、ご利用ください。

した市民提案制度に８１件のアイデ

から実行していくこと」が大切です。

アをお寄せいただきありがとうご

あらかじめ携帯メールのアドレスを登

を一箇所にまとめて展示したらどうか。

ざいました。

録し、いざという時に防災情報などを

◇市の持つ美術品などを展示するよう

市民提案のアイデア紹介

提案の一部を紹介します。

さまざまな箇所にある市の美術収蔵品

送信したらどうか。

な「三島市お宝美術展」を計画したい

生ごみは水を切って、ごみを出す際に

◇情報をお伝えする手段の一つとして、

と考えています。

はきちんと並べておく。環境美化の気

多くの人からご提案いただいた「メー

今後も、皆さまからの提案を参

持ちを育て、どこへ行っても美しいま

ル配信システム」を導入することにし

考に市民と行政の協働によるまち

ちになるようにする。

ました。

づくりを推進していきます。

◇ごみ出しの際、水分を切り、並べて置

なお、声の広報は、過去２４時間の放

対象者 市内にあ

住宅リフォーム補助金
（上限１
０万円）
市では、平成２３年６月から、

問合せ 市民相談室（緯９８３－２６２１）
補助金額

補助対象経費の１０％、

る住宅（賃貸住宅

１０万円が上限（１,
０００円未満切

は除く）の所有者

り捨て）

※マンションな

注意事項

必ず着手前に補助申

緊急経済対策として地域経済の

どは専有部分、店舗などの併用

請が必要。対象工事の内容、

活性化や、市民の居住環境の向

住宅は住宅部分が対象

申請手続きなどの詳細は、建

上を図るため、市民が市内の施

対象工事

市内に主たる事務所を

工業者を利用して、住宅のリフ

有する法人または個人の施工業

ォームを行う場合に、その経費

者が施工する１０万円以上のリフ

の一部を助成しています。

ォーム工事

築指導課へ問い合わせてくだ
さい。
問合せ

建築指導課 （☎９
８３－

２６４４）

２０１２．
１．
１
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