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都市交流環境保全

安曇野と友好都市の子どもたちとの交流を中心に、お互いの郷土を学び、親
交を深めます。この機会に友好都市と交流しませんか。

問政策経営課都市交流係　471・2402　671・5155

市の温暖化対策実行計画では、平成 32 年（2020 年）までに市全体の二酸化炭素排出量 25％削減（平
成 20 年比）を目標としています。本年３月時点での予測値は、目標を約 11 万トン上回っており、よ
り一層の排出量削減推進が求められています。身近でできることから皆さんのご協力をお願いします。

問環境課環境政策係　471・2492　672・3176

この夏は友好都市と交流しよう！ストップ温暖化！

目標を「11 万トン」上回っています！

７月７日（土）～８日（日）

①友好都市「東金市」青少年交流

８月４日（土）～５日（日）

③友好都市「江戸川区」花火大会
８月９日（木）～10日（金）

④友好都市「真鶴町」青少年交流

７月31日（火）～８月３日（金）

②友好交流都市「福岡市東区」青少年交流
7 月に東金市を訪れ、8 月には東金市の子どもた

ちが安曇野を訪れます。
●内容　塩づくり体験、城西国際大学の留学生・東

金市の小学生との交流会など（予定）
●対象　市内在住の小学 4 年生から 6 年生で事前説

明会に必ず参加できる人。
●定員　20 人（抽選）
●費用　4,500 円（予定）
●事前説明会　6 月 26 日（火）午後 6 時 30 分～

市役所 4 階大会議室

江戸川区から安曇野の家族を招待いただきまし
た。5 秒間 1,000 発打ちのオープニングが見どころ
です。
●内容　花火大会観覧、お台場散策など（予定）
●対象　市内在住の小中学生とその保護者で、親子

での参加。（１家族で保護者は１人、子は 2 人まで。
過去2年以内に参加した人は申し込みできません）

●定員　30 人（抽選）　●費用　1,500 円（予定）
●事前説明会　7 月 24 日（火）午後 6 時 30 分～　

市役所 4 階大会議室

真鶴町の子どもたちが安曇野を訪れ、交流を深め
ます。
●内容　市内施設での各種体験、真鶴町の小学生と

の交流会など（予定）
●対象　市内在住の小学４年生から 6 年生で事前説

明会に必ず参加できる人。
●定員　20 人（抽選）
●費用　4,500 円（予定）
●事前説明会　7 月 26 日（木）午後 6 時 30 分～　

市役所 4 階大会議室

東区の子どもたちが安曇野を訪れ、交流を深めます。
●内容　穂高神社参拝、上高地散策、わさび漬け体

験、福岡市東区の小中学生との交流会など（予定）
●対象　市内在住で次の要件のいずれかを満たす人

①昨年度参加した小学 6 年生から中学 2 年生　
②小学 5 年生から中学１年生で来年度の福岡市東
　区での交流事業に参加できる人

●定員　10 人（抽選）
●費用　小学生 15,000 円　中学生 18,000 円（予定）
●事前説明会　7 月 19 日（木）午後 6 時 30 分～　

市役所 3 階共用会議室 307

友好都市 申込方法 申込期間・提出先
①千葉県東金市 申込用紙をフ

ァクスまたは
窓口へ持参

申込用紙に必要事項を記入の上、提出してください。申込用紙は、
政策経営課（2 階�番窓口）、市ホームページから入手できます。

●申込期間
5 月 21 日（月）～
6 月 1 日（金）
●提出先
〒 399-8281

（住所記載不要）
政策経営課都市交流
係宛
671-5155

②福岡県福岡市東区

③東京都江戸川区 はがきの郵送
「花火大会申し込み」と明記の上、参加者全員の氏名・住所・電話
番号・性別・生年月日を記載してください。

（応募は 1 家族 1 枚。6 月 1 日消印有効）

④神奈川県真鶴町
申込用紙をフ
ァクスまたは
窓口へ持参

申込用紙に必要事項を記入の上、提出してください。申込用紙は、
政策経営課（2 階�番窓口）、市ホームページから入手できます。

●各事業申し込み方法

「さんあ～る」配信中 松くい虫被害材を活用した「チップ材」の無料配布

ごみの分別や収集日が分かる
スマートフォン・タブレット向
けのアプリを配信しています。

松くい虫被害により枯れた松などを活用した「チップ材」を無料で配
布します。チップ材から松くい虫被害が広がる心配はありません。
日 5 月 23 日（水）～ 27 日（日）

▷午前の部 午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分　▷午後の部 午後 1 時～ 3 時
場押野山貯木場（明科七貴）　対市内在住の人（業務で利用する場合は不可）
持スコップ・袋等積み込みに必要な道具（積み込みは各自で）
申 5 月 21 日（月）から希望する日の前日までに電話で
（受付は開庁日の午前 8 時 30 分～午後 5 時）

問耕地林務課林務担当　471・2432　671・2507

ごみ分別
促進アプリ

緑のカーテン講座
問環境課環境政策係
471・2492　672・3176

これから迎える暑い夏をアサ
ガオやゴーヤを育てて涼しく過
ごしませんか。
●日時　6 月 2 日（土）

午前 10 時～正午
●場所　市役所４階大会議室
●申し込み　不要
●内容　
▷身近な生活のなかで取り組め

る温暖化対策（株式会社環境
アセスメントセンター 美馬
純一さん）

▷緑のカーテンの作り方（ＮＰ
Ｏ法人 あづみ野風土舎の皆
さん）

▷ゴーヤ苗の無料配布
▷ゴーヤ茶の試飲

環境家計簿モニター結果報告
地球温暖化対策への関心を高めていただき、家庭からの二酸化炭素

排出量などを把握するために行った、「環境家計簿モニター」の調査結
果を報告します。
●期間　平成 29 年１月～ 12 月　
●平均排出量（61 世帯、計 183 人が参加）

【１世帯あたり】7520.5㎏→前年比 178.7㎏減少
【１人あたり】　2466.4㎏→前年比 86.5㎏減少
●市の二酸化炭素排出量の傾向（下図参照）
▷年間を通して、電気とガソリンによる排出量の割合が多い
▷暖房のため、夏より冬の排出量が多い
●目標達成のための身近な具体例
　二酸化炭素排出量 11 万トン削減のために取り組める具体例を紹介します。
▷照明の LED 化（点灯の多

い居間、キッチンが効果的）
▷冷暖房機器の温度設定の見

直し　
▷シャワーの流す時間の短縮
▷太陽光など新エネルギーの

活用
※太陽光発電システムの設置補助

金なども利用ください。詳しく
は問い合わせください。

GooglePlay
（Android）

App Store
（iOS）

問廃棄物対策課
471・2490　672・3176

平成 29 年二酸化炭素排出量（市全体／推計）


