
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市地球温暖化対策地域協議会 

１ 創刊にあたって～会長挨拶～ 

２ 広島市地球温暖化対策地域協議会って？ 

３ ひろしま温暖化ドクター事業 

４ 省エネラベル普及キャンペーン 

５ 普及啓発イベント 

６ エコ川柳は地球を救う 

７ 「黄砂」の話～波田気象予報士～  

８ エッセイ｢晴れたらイイねっ☀｣ 

９ 協議会へのお誘い 

１０ イベントのお知らせ 

１１ 編集後記 

祝！創刊 

2006 年 夏号 

I    地 球！ Ｌｏｖｅ 

アイ     ラブ 

「地球温暖化防止のための情報誌」 



広島市地球温暖化対策地域協議会ニュース創刊にあたって 

  

世界の平均気温の過去最高は 1998 年、ついで

2002年、2003年、2004年の順で、近年地球温暖化の

傾向はかなり顕著になっています。地球温暖化問題

は今や 21 世紀に生きる私たちに突きつけられた極め

て重要な課題といっても過言ではありません。 

石炭や石油など化石燃料の燃焼で二酸化炭素

（CO2）が大量に排出されるようになったのは今から約 250 年前のことです。当時の CO2排

出量は世界全体で年間数百万トン（炭素換算）でしたが、1850年には5千万トン、1900年に

は 5 億トンを超える水準に達しました。その後の経済活動の拡大により、CO2 排出量は幾

何級数的に増加し、2000年時点で年間 66億トンもの CO2が大気中に排出されています。 

地球温暖化対策のための取り組み方法を定めた京都議定書は、昨年2月にその効力が

発生し、11月末にはカナダのモントリオールで「京都議定書第１回締約国会議（MOP1）」が

開催されました。会議で京都議定書の実施と現行の各種制度の改善、2013年以降の枠組

みのあり方などが議論されました。 

その結果、モントリオール行動計画が採択され、京都議定書の運用ルールの完全な確

立と改善方策が合意され、対話という拘束力の弱い形ながらもアメリカも参加する形で将来

の行動にかかるプロセスの開始が合意されました。 

いよいよ世界は CO2 排出の抑制に向けて走り出した感があります。わが国においてもさ

まざまな組織、団体、公共団体、企業そして各家庭にいたるまで具体的な行動となし得る

努力を遂行しなければなりません。 

地域での取り組みの担い手が地域の協議会です。当協議会が発足しまして間もなく３年

が経過します。ボランティア活動にも関わらず、多くの市民の皆さんに活動に参加いただき、

取り組みの成果も出てまいりました。 

 この度、この成果をニュースとして発刊し多くの皆様に広島の実情をお知らせできることと

なりました。今後とも皆様のますますのご支援をお願いいたします。 

 

２００６年５月 

 

   広島市地球温暖化対策地域協議会 

会 長  森 嶋  彰 （広島修道大学） 

 

 



 

 

 

広島市は、平成 22年度（2010年度）の市内の温室効果ガスの排出量を、基準年度の平成 2年

度（1990年度）の排出量に比べ６％削減することを目標にしています。 

この目標を達成するためには、市民や企業、行政などが、それぞれの立場から力をあわせて

温暖化防止の取組を進める必要があります。 

 

「広島市地球温暖化対策地域協議会」は、このための組織として、平成 15年（2003年）10月に

誕生しました。 

現在、市民や地元企業の方など 48名が協議会のメンバー 

となって、「ひろしま温暖化ドクター事業」、「ひろしま省 

エネ型家電製品普及キャンペーン」、「エコ川柳は地球を 

救うプロジェクト」、「ストップ！温暖化フェア」などい 

ろいろな活動を行っています。 

 

私たちは、もっとこの協議会の活動の輪を広げ、広島市の50万ファミリーが参加できるような温

暖化防止の取組を展開していきたいと考えています。 

ところで、そのためには、「地球温暖化対策地域協議会」という堅苦しい名前を、もっと親しみ

やすい名前に変えたほうがいいと思いませんか？                  （Ｍ．Ｆ） 

 

 

 

 

 

〔ひろしま温暖化ドクター事業〕（省エネ診断事業） 

 

広島市内から排出される温室効果ガスのうち、約１／４は家庭から排出されており、その排出

量は、年々増加しています。この家庭からの温室効果ガスの排出量を削減するため、家庭での

電気・ガスなどのエネルギーの使用量を把握し、家庭ごとに省エネの診断・アドバイスを行ってい

ます。 

 

この取組を「ひろしま温暖化ドクター事業」といっています。家庭のエネルギーの無駄使いを

「診断」し「治療」するホームドクターや、市民ひとりひとりが、地球の熱を下げるお医者さんになっ

ていこうという意味を込めたユニークかつ全国的にも先進的な取組です。（と自負しています。） 

モニター家庭は、毎月の電気・ガスなどのエネルギー

使用量を環境家計簿につけて報告します。 

集まったデータは、集計・解析し、その結果を、毎月「温

暖化ドクターニュース」でお知らせします。また、個別の相

談を受けたり、省エネ講習会も開催します。家庭での具体

的な省エネを実現することで、地球にやさしいだけでなく

「家計にもやさしい」取組にもなります。 

昨年度は、２１０世帯の方が参加されました。今年度もモニター家庭を募集していますので、ぜ

ひご参加ください。（ Ｍ．Ｆ） 

広島市地球温暖化対策地域協議会って？ 

主 な 活 動 

あなたの家庭の

省エネ診断いた

します！！！ 



〔ひろしま省エネ型家電製品普及キャンペーン〕  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
〔普及啓発イベント〕 （昨年 12月の地球温暖化防止キャンペーンについて） 

   寒い！ 寒すぎる！！ 

イベントと言えば気候の良い時期にやるものですが、大寒波が襲ってきた、昨年 12月 17日（土）

にイベントを開催し、ブース展示やステージイベントを行いました。 

クリスマスを意識したわけではないのですが、寒さで鼻を真っ赤にしながら、スタッフ全員が

走り回り（走ったほうが暖まる？）何とか終了。えっ反省点？ もちろん、次回は暖かいときに

やろう。そんな中、会場の基町クレドには約 8 千人の方々に来場いただき、改めて関心の高さに

驚き、充実感がありました。 

 

   「地球温暖化」はよく耳にするけれど、何をしたらいい 

かわからんという言葉をよく聞きます。そんな声を聞くと、 

イベント魂に火が点きます。（あつい・・・）みんな楽しみ 

ながら、一人でも多くの皆さんに、温暖化の現状を知って 

もらいたい。市民一人ひとりに何ができるかを伝えたい。 

 

今年も、いろいろやりますよ。みなさん、ぜひ一度お越しください。決して損はさせません。

もちろん、私もイベントに参加して、地球のために何かしたいという方、大歓迎です。（ Ｍ．Ｉ ） 

 

消費者の省エネ型家電製品の選択を促し、家庭における地

球温暖化対策を推進するため、省エネ性能を分かりやすく示

す「省エネラベル」を家電製品に表示する取組を行っていま

す。 

家電販売店で、家電製品への「省エネラベル」の貼付けを

してもらい、ポスター、チラシなどで消費者への情報提供を

行いました。 

【省エネラベル】 (財)省エネルギーセンターの省エネラベ

リング制度「ｅマーク」と省エネ達成率を５段階で表示。ま

た、電気代表示。対象商品は、「エアコン、冷蔵庫、ブラウン

管テレビ」 

【昨年度結果】 夏と冬に市内２５店舗でキャンペーンを実

施。夏キャンペーン（７・８月）中に販売された省エネ達成

率の高い製品の販売割合は、その前（５・６月）に比べて高

く、また、全国平均よりも省エネ製品の販売割合が多くなり

ました。 

＊今年の秋以降は、国による全国的な新しい表示制度がスタ

ートし、新表示に移行しますが、円滑な移行と普及啓発に努

めます。（T.I） 

【省エネラベル】 



 

 

「エコ川柳」は、平成 15年広島県地球温暖化防止活動推進員養成研修会に参加した広島市内の 4名

が地球温暖化防止の具体的活動として企画したものです。これを当協議会が受け継ぎ、過去 3 年間実

施しています。 

 

◎ 「エコ川柳」って？ 

「エコ川柳」は、平成 6 年福岡義隆氏（立正大学教授、広島大学名誉教授）によって、時事問題のジ

ャンルの一つとして今日の環境問題を織り込み命名されました。その後、市民権を得て使用されるよ

うになっています。 

 

◎ 「エコ川柳」の目的は？ 

大量生産、大量消費に支えられた今日の生活は、知らず知らずのうちにムダや贅沢に慣れ、エネ

ルギー消費やゴミの排出など環境に負荷を与えています。「エコ川柳」は、こうした生活の反省や知恵

を川柳で発掘し、広く公表することによって、多くの方々にライフスタイルの反省や気づきを与え、具体

的な活動を促すきっかけ作りとなることを狙いとしています。 

広島市は家庭、業務（会社など）部門からのＣＯ２排出量の割合が多く（約５０％）、ラ

イフスタイルの変革が重要な課題です！ 

 

◎ 応募者はどのくらい？ 

平成 1５年度   ３４名   ８１句  

平成 1６年度  １２７名  ３１７句 （広島市内を中心に県内各地から） 

平成 1７年度  ２３１名  ５８５句 （全国各地から、６歳から９１歳まで） 

 

◎ 選句、表彰は？ 

毎年、エコ川柳の名付け親である福岡義隆先生に選句を依頼しています。 

平成 1７年度は３０句と市民が選ぶ２０句を表彰、バスカードと記念品（協力：オタフクソース㈱）を贈

呈しました。 

応募の全作品を広島市まちづくり市民交流プラザで展示しました。平成 1７年度作品は市のホーム

ページで現在公開中です（ＮＨＫのホームページでも紹介されています）。 

 

 

 

 

 

                                               （ Ｉ．Ｓ ） 

 

 

 

 

 

エコ川柳は地球を救う 

☆★☆ 過去の入選作品の一部を紹介します ☆★☆ 

・ 不用品 フリマに出せば 妻が買い   （平成 1５年度） 

・ ゴミだしの 仕方でわかる エコ美人   （平成１６年度） 

・ エコライフ 金で買えない 智恵をだす   （平成１６年度） 

・ 打ち水と ステテコうちの クールビズ   （平成１７年度） 

・ ネクタイが 邪魔してそのゴミ 拾えない   （平成１７年度） 

今年も募集するよ！ 

詳しくは巻末の連絡

先まで。 



 

 

 

 

 

 

 

 

「「黄黄砂砂」」っってて何何でですすかか？？  

 「黄砂」はね、モンゴルと中国の境のゴビ砂漠や中国内陸部の黄河上流域の黄土高原などから飛ん

で来るんだよ。大きさは直径 5～50 ミクロン。中国北西部に多発する低気圧による砂じん嵐などによって、

5000～1000 メートルの上空まで巻き上げられ、偏西風に乗って約 4000 キロも離れた日本まで２-３日か

けて飛んでくるんだ。飛んでくる黄砂はね、年間 100 万～300 万トン（２トントラック 50～150万台分）にな

るんだよ。 ※ 「ミクロン」は１ミリの１０００分の１ 

    

どどんんなな影影響響ががああるるのの？？  

・ 洗濯物や車など、屋外のものを汚すよ。   

・ 汚染物質を吸着して運んでくるので、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮

膚炎、花粉症を悪化させると言われているんだ。 

・中国の工業発展によって汚染物質を吸着。日本には自動車７０万台分の排ガスを運んでくる

といわれているんだ。今はまだ大丈夫だけど、今後もっと増えてくると、私たちの身体に影

響するかも。  

 

じじゃゃ、、「「黄黄砂砂」」ははややっっかかいいももののだだねね･･････  

 でもね、良いこともあるんだよ。例えば… 

・ 黄砂は炭酸カルシウムを含みアルカリ性だからね、酸性雨を中和するんだ。 

・ 黄砂にはリンやカルシウム・鉄などの無機養分が付着しているから、植物プランクトンが増えて、こ

れを餌にする魚が育つんだよ。 

 

「「黄黄砂砂」」のの今今後後はは？？  

このまま温暖化が進行すると、今まで生えていた植物が育たなくなって、土地が砂漠化が広がり、雪

解けが早くなって、黄砂も早くたくさん飛んでくるようになるんだよ。 

    

ななるるほほどど･･････地地球球温温暖暖化化のの防防止止はは「「黄黄砂砂」」ににもも関関係係ししてていいるるんんだだねね！！  

波波田田ささんん、、あありりががととううごござざいいままししたた！！                                          （ Ｊ．Ａ ） 

 

☀☁☂☃☀☁☂☃☀～波田さんからのワンポイント・アドバイス～☀☁☂☃☀☁☂☃☀ 

各家庭にお花を一鉢植えるだけでも、すばらしい環境保全活動なのです！ 

心も癒され、環境を守れる「ひと花」･･･皆さんもいかがですか？ 

 

 

 

…というわけで 

ＴＳＳ気象予報士の波田さんに「黄砂」について 

教えていただきました。 

白くまくんの 

なんで？インタビュー 

No.1 
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晴れたらいいねっ☀ 

 

 

 

 

 

家の中でエコライフを実践しようとする時、一番大切な事は家族みんなの意識の統一です。 

うちの場合４人家族ですが、最初は３対１で『私が頑張る』もしくは主婦の特権をふりかざし、『モォ～！

牛耳る！』という構図がとっても多かったです。毎日毎日無駄はないか？と、目を皿のようにして家中チ

ェックしてまわって、夫や子供に注意しまくり！「ホラ～！お水出しっぱなし～！」 「あ！電気つけっ

ぱなしだよ～消して！消して！」 「もったいな～い！」「その紙は裏が白いから何か書けるよ！置いと

いて～」 「まだ捨てたらいけ～ん」そんな風で、裏が書ける紙のストックなんて、段ボール一杯になっ

てましたし、トイレの電気つけっぱなしだ、と消すと「入ってるよォ～」とか・・・。 

夫なんて私が「もったいない」と言う度に「はぁ～もったいない～、もったいない～」と茶化して振り

をつけて踊る始末。時には「何回言えばわかるのぉ～!?」と噴火したりして、イヤハヤ我ながら、私がも

う一人いて一緒に暮らしたら、さぞかしウルサイじゃろうねぇ、と今ではそう思います。 

まあ私の熱心な教育的指導の甲斐があって!?、だんだんと我家なりの省エネスタイルが定着してきて、

今ではそんなにキーキー言う事も無くなったんですけども・・・最初に意識の統一があれば、もっと楽だ

ったのかもしれませんネ。 

環境問題に関心があって、ついやりがちなのは ｢～せんといけん！｣｢～するべき！｣ なんて語尾に

「！！」をいっぱいつけて周りの人に言って煙たがられる（自分がカッカと温暖化？）。それに、自分も

だんだんと疲れちゃう。 

それで、最近はこんな風に思うようになってきたんです。例えば、温暖化をストップさせよう！という

気持ちの人が一人でもたくさんいて、そのために省エネとかクールビズとか、出来る事から始めたら!? 

ホラ、よく言うじゃないですか。１人で頑張って１００歩前進するのも良いけど、１００人で１歩前進出

来たらもっとすごいって！広島は１００万都市だから、１００万人の１歩って１００万歩、前進ですよ！

想像しただけでもスゴイなぁ～って感動しちゃいます！だから、私はたくさんの人とともに出来る事から

一つずつやりたい。そう、みんなの意識が一つになれば、温暖化ストップも夢じゃないかな？って思って

ます。 

う～ん。未来は明るいわー♡・・・なんて、一人ニヤニヤとこの原稿を書いている横で、息子が新聞を

めくりながら、「最近天候がおかしいと思わん？雨の降り方も変だし」と一言。よしよし、ここで一席、

温暖化談義でも始めようかいね。さぁ何でも聞きんさい!!等と思う母の心は置き去りに・・・「あ！きの

うカープ勝ったんじゃ～！」アララ・・・ちょっと待ちんさいや。たまには母と一緒に地球の未来を熱く

語ろうやぁ～                                  （ Ｎ．Ｏ ） 

 

No.1 

― １００万人の 1歩 ― 

広島市地球温暖化対策地域協議会では、「イベントワーキンググループ（ＷＧ）」の他にも「事業

ＷＧ」「家庭・消費者ＷＧ」「教育・学習ＷＧ」とたくさんの活動をしています。 

あれもやりたい･･･これもやりたい・・・夢は果てしなく広がっていますが、そのためにはもっとたくさんの

方々のご協力が必要です。 

会の名前は仰々しいですが、決して堅苦しいものではありません。 

何か地球に優しいことしてみたいなぁ～なんて思っておられる方、私たちと一緒に活動してみません

か？ お問合せは、巻末の連絡先まで。皆さまのご参加をお待ちしております！ 

エッヘン!! 
極寒の 12／17のキャンペーンは 
内閣政府広報室編集協力の 

”Cabiネット”という本にも 
載ったんだよ！ 

（ Ｙ．Ｅ ） 



  

「環境の日ひろしま大会」 広島市こども文化科学館、ハノーバー庭園にて、フリー 

  ６月３日（土）10：00～17：00 マーケット、野菜の販売、飲食ブース、工作教室、ステージ 

  ６月４日（日）10：00～16：30 イベントなど、いろいろ面白い企画があります。 

お問合せ： 環境学習もでき、環境保全活動を知る機会ともなります。 

      環境局環境政策課 504-2185 6 月 4 日(日)には、10：30 より「ごみゼロクリーンウォーク」を 

 実施、市内一円・中央公園グラウンドで散乱ごみの 

 回収を行います。 

  

「路面電車まつり」 千田町の広電本社で、電車の展示や車庫の見学、 

  ６月１１日(日)10：00～16：00 施設見学及びスタンプラリー、ミニ電車の運行、鉄道模型 

お問合せ：広島電鉄㈱ 展示及び運転、クイズ電車、写生大会等等。 

      事務局 242-3551 お子様連れで楽しめます。 

  

「クールビズ」 (夏の軽装) ノーネクタイ・ノー上着などで涼しく過ごしましょう。 

  ６月１日～９月３０日 職場の室温は 28℃を目安に。CO２削減に貢献できますね。 

お問合せ： ネクタイスタイルより、格好いいですよ！ 

      環境局環境政策課 504-2185  

  

「CO２削減・ライトダウンキャンペーン」 環境省が主催する全国一斉消灯キャンペーンに参加しませ 

  ６月１７日～２１日  んか？ 

お問合せ： 

環境局環境政策課 504-2185 

6/18（日）は夜 8：00～10：00 のライトダウンで街が少し暗く 

なります。家庭では不必要な電気は消しましょう。その時間、 

ろうそくを灯して、ムードを楽しんでみてはどうでしょうか？ 

     でも、くれぐれも火事にならぬよう御用心！ 

  

「打ち水大作戦２００６広島」(仮称) 決められた時間に皆で一斉に水をまくことで、「打ち水」効果 

  ８月下旬 （予定） を科学的に検証しようとする実験が 2003 年東京で始まり､ 

    お問合せ： その後全国的に拡大。広島では市内中心部での実施予定。 

      環境局環境政策課 504-2185 打ち水には市下水道局が供給してくれる下水処理した 

 再生水を利用します。 

 水を入れる容器を各自持ち寄って、打ち水をしてみませんか。 

 打ち水を行って街を涼しくすることにより、省エネ意識と 

 水資源の大切さを再認識しましょう。 

 

 

  

 
協議会が発足してもうじき３年になります。 

この間、「温暖化ＳＴＯＰ！」のスローガンのもと、さまざまな活動を行い、多くの人たちと出会い、また 

貴重なデータを得ることもできるようになりました。 

こうなると、今度はこの情報を多くの方々に伝えたい・・・それもわかりやすい言葉で・・・というわけで 

「Ｉ♡地球!」を発行することになりました。 

 創刊号は、いかがでしたか？ 

今後は、季刊誌として年４回の発行を予定して 

います。 

温暖化防止のために「何かしたいけれど何を 

したらいいの？」との問いかけに、「何か」を提案 

できる紙面作りを目指していきます。 

 皆様からのご意見・ご要望をお待ちしております。 

 そして、情報もどしどしお寄せください。 

 

 《 編集・連絡先 》 

広島市地球温暖化対策地域協議会 

〔事務局〕市環境局環境政策課 

広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 

   ＴＥＬ  ０８２－５０４－２１８５ 

   ＦＡＸ  ０８２－５０４－２２２９ 

   E‐mail：ka-seisaku@city.hiroshima.jp 
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