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平平成成 2266 年年度度  協協議議会会総総会会開開催催 

５月 12日(月)に広島市役所 14階会議室にお

いて 26年度の総会が開催され、平成 25年度の

活動報告書・決算と平成 26 年度活動計画書・

予算が議案どおり承認されました。 

 今年度の大きな事業として、当協議会主催に

よる「地球温暖化防止イベント」を 7 月 25 日

(金)に紙屋町シャレオ中央広場で開催するこ

とが決定しました。 

  今年度は、役員改選の年にあたり、清田会長

の後任として、篠原副会長が 26・27 年度の会

長に就任することに決定しました。 

 

篠篠原原道道正正  会会長長ああいいささつつ 

 26・27年度の会長を仰せつかりました篠原で

す。協議会に関する私の思いを述べさせていた

だき、会長の挨拶とさせていただきます。 

 昨年の 9 月から IPCC 第 5 次評価報告書が順

次公表されておりますが、その中で気候システ

ムの温暖化には疑う余地がないこと、また、気

候システムに対する人間の影響は明瞭である

ことが述べられています。即ち、これまで言わ

れてきたことが、研究の積み上げによってより

一層明確になってきたと考えます。 

 このような状況を踏まえ、取り組みの視点と

しましては、今までの活動の方針を継承すると

共に、平成 20 年 2 月に設定された「広島カー

ボンマイナス７０」に示された削減シナリオに

学んで方法論の展開を図っていきたいと思い

ます。 

 一方、市民の皆さんに我々の活動を理解して

いただくためには、見える活動スタイルと会員

数の拡大が必要と考えます。 

一層の発展に向けて、会員の皆さんのご協力

をお願いする次第です。 

 

北北吉吉孝孝行行  環環境境局局長長ああいいささつつ 

 平素からの地球温暖化対策の様々な取組や

活動に対し、改めまして、敬意を表しますとと

もに、お礼を申し上げます。 

 ご承知のとおり、地球温暖化は、その予想さ

れる影響の大きさや深刻さからみて、人類の生

存基盤に関わる問題であり、その主な要因は、 

石油などの化石燃料を燃やす時に発生する二

酸化炭素(CO2)の濃度の上昇です。 

 4月 15日の中国新聞に、国連気候変動に関す

る政府間パネルの部会が｢現状のままの温室効

果ガスの排出量ベースでいけば、今世紀末には、

産業革命前に比べ、3.7℃～4.8℃上昇する」と

警告したとの報道がありました。 

 今、私たちは、大量のエネルギーを消費し、

物質的に豊かな生活を享受していますが、その

ツケが回ってくる前に、再生可能エネルギーの

導入や省エネの徹底など、環境に配慮した生活

スタイルへの転換を図ることを真剣に考え、取

り組まなければならないと思います。 

 皆様には、日頃から省エネアドバイスや啓発

活動に熱心に取り組んでいただいていますが、

今後、皆様方の活動は、ますます重要になって

まいります。 

 本市といたしましても、引き続き、地球温暖

化防止に向けた様々な対策に取り組んでまい

る所存です。皆様には、今後とも、地球温暖化

防止に向けて一層のご協力をお願い申し上げ

ます。 
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22001144 年年 44 月月かからら 66 月月のの活活動動  
○役員会： 

 ・4月 16日 総会資料検討 

○イベント WG: 

 ・環境の日ひろしま大会 

6月 8日 省エネ診断とパネル展示 

○家庭・消費者 WG: 

 ・草の根省エネ診断事業 

  6月 8日  環境の日ひろしま大会 

       （県庁前広場） 

○eco ちゃり WG: 

 ・6月 27日 フィールドワーク 

      10時30分 西広島駅前に集合し、 

      経路を分けて、市役所まで自転車 

走行する。 

  

22001144 年年 77 月月のの活活動動予予定定  
皆皆ささんんのの積積極極的的なな参参加加ををおお願願いいししまますす。。  

○イベント WG： 

  7 月 25 日 「2014 ひろしま温暖化ストッ

プ！フェア」 

 

 

 

 

 

 

 

活動詳細レポート 
｢ひろしまフラワーフェスティバル｣ 

花の総合パレードに参加 
 ５月 3 日(土)平和大通りのパレードに広島

市・マツダ・岩谷産業の次世代自動車とともに

行進し、地球温暖化防止をアピールしました。 

 その模様はテレビでも放映されました。 

 

「環境の日」ひろしま大会 
6 月 8 日(日)県庁前広場を会場として開催さ

れました。協議会では、パネルによる活動紹介

と省エネ診断・省エネグッズ紹介などを行いま

した。 

天候に恵まれて、会場には多くの来場者があ

りました。省エネ診断では、35名の受診者があ

り、反応として、「これから頑張って省エネに

取り組みたい」などの声が聞けました。 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今夏の節電協力要請 
 今年の夏も具体的な数値目標はありません

が、高齢者や乳幼児等の弱者、熱中症等への健

康被害に対して配慮を行い、無理のない形での

節電要請が出ています。 

 節電協力要請期間・時間帯は次のとおりです。 

 ・7月 1日(火)～9月 30日(火)の平日 

  *ただし、8月 13日(水)～15日(金)を除く 

 ・9時～20時の時間帯 

 

 なお、電力需給状況に関する情報は、電力会

社の「でんき予報」で確認できます。 

 

 

 

 

 



広広島島市市かかららののおお知知ららせせ  
「広島市環境サポーター養成講座」について 

 環境に関心を持ち、ボランティアとして環境

を守る活動をしてみたいと思っている方々を

対象に、環境問題の現状や環境ボランティア活

動の基礎知識を習得していただくため｢広島市

環境サポーター養成講座｣を開講します。 

1.カリキュラム 

 第 1回(7/13)13時～16時 

 吉島公民館 

・ オリエンテーション 

・ 太陽光発電システムについて 

・ 広島市の環境施策(ごみ減量、分別等)、

大気環境(PM2.5等)、温暖化対策につい

て 

 第 2回(8/31) 13時～16時 

 瀬野福祉センター付近 

・ 水生生物調査による河川の評価 

 第 3回(9/13) 13時～16時 30分 

   まちづくり市民交流プラザ 

・ 参加体験型環境学習の理論と実習 

 第 4回(10/19) 10時～16 時 30分 

   まちづくり市民交流プラザ 

・ 環境活動プランニングに挑戦 

 第 5回(11/16) 13時 30分～15時 30分 

   中国電力㈱エネルギア総合研究所 

・ 施設見学 

 第 6回(12/7) 13時～16時 30分 

   広島市中工場 

・ 中工場見学 

・ 修了式 

2.募集人数:20人(超えた場合は抽選) 

3.締切日:6月 30日 必着 

4.申込・問合せ先 

 広島市環境局 温暖化対策課 

  TEL 504-2185  FAX 504-2229 

E－mail:ondanka-t@city.hiroshima.lg.jp 

 

* 締切りが近づいていますが、応募される人

は、問合せをしてみてください。 

 

 

22001144 ひひろろししまま温温暖暖化化スストトッッププ!!  
フフェェアアのの案案内内  

 「2014ひろしま温暖化ストップ！フェア」は、

7月 25日（金）にシャレオ中央広場において開

催します。時間は 12時から 19時までです。 

今年は、昨年よりも１か月早めて、子どもた

ちが夏休みに入った頃に「家族でクールシェ

ア」をしてもらうように企画しました。 

 12 時から広島市消防音楽隊のオープニング

演奏・江波山気象館によるサイエンスショー・

会場内のクイズラリーなど楽しめる企画も取

り入れて、イベントを盛り上げます。 

 協議会では、パネル展示と省エネ診断を予定

しておりますが、お客さまへのフェア案内やク

イズラリー受付など多数のスタッフが必要に

なりますので、協議会の皆さんの積極的参加を

よろしくお願いします。 

 

出展予定企業・団体は下表のとおりです。 

・花王カスタマーマーケティング株式会社 

・有限会社木下組 

・広島ガス株式会社 

・広島電鉄株式会社 

・中外テクノス株式会社 

・脱温暖化センターひろしま(一般財団法人

広島県環境保健協会) 

・中国経済産業局 

・環境省中四国地方環境事務所広島事務所 

・広島県(広島県環境政策課・ひろしま地球

環境フォーラム) 

・公益社団法人広島消費者協会 

・広島市地球温暖化対策地域協議会 

敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



太太陽陽光光発発電電施施設設のの紹紹介介((11)) 

 今回から広島市の施設に導入されている太

陽光発電施設を紹介していきます。 

  第 1回としては、市民の皆さんが集ってスポ

ーツ観戦されている「広島市民球場」(マツダ

スタジアム)の設備を紹介します。 

 二階席の屋根部分に太陽光発電施設を設置

しています。 

 1.設置場所:広島市南区 

2.設置年月:平成 22年 2月竣工 

3.発電容量:100kW 太陽光パネル:560枚 

 4.利用用途:施設内の事務所・店舗照明、空調 

      等の電源 

 5.年間の発電実績:119,639kWh/年(H25年度) 

   (標準家庭の電力使用量を 300kWh/月→ 

年間 3600kWh/年としたとき、33軒分に相当) 

(CO2排出係数を 0.0000738t-CO2/kWhとした

とき、約 88.3t-CO2に相当) 

6.発電状況については、発電量モニターを球

場正面ロビーに設置して、球場来場者に広

く PR している。 

 

パネル配置の 

状況 

 

 

 

 

発電状況の表示 

 

 

 

 

地地球球温温暖暖化化防防止止活活動動推推進進員員のの  
新新規規養養成成研研修修ののおお知知ららせせ  

 
 「地球温暖化防止活動推進員」は、地域にお

ける脱温暖化防止のための情報提供や普及啓

発活動、地球温暖化対策地域協議会のマネージ

メントなどのリーダー的役割を担うもので、そ

の新規養成研修が今年も開催されます。 

 研修は、2 名又は 3 名が一組として参加し、

地域での企画・実践を行っていくものです。 

 協議会の会員の皆さんで、まだ推進員研修を

受けておられない方は、ぜひ研修参加の申し込

みをお願いしたいと思います。 

場 所 府中市生涯学習センター 

 開催月日 

前 期 :平成 26年 7月 25日(金) 

10時 30分～16時 

中 期 :平成 26年 8月 8日(金) 

         10時 30分～16時 

実践期間:後期研修までに企画した事業を 

実践 

後 期 :平成 26年 12月 9日(金) 

                  10時 30分～15時 

  参加申し込みの希望者は、7月 10日までに協

議会事務局までに、お願いします。 

 

次号(24号)の掲載予告 

９月末発行予定 

○2014 ひろしま温暖化ストップ!フェア

(7/25)報告 

 

協協議議会会活活動動参参加加へへののおお誘誘いい  

温暖化は私たち「みんなの問題」。私たちと

ともに温暖化防止活動に取り組みましょう。協

議会では、あなたの参加を待っています。 

編編集集後後記記 

第 23 号はいかがでしたか。載せてほしい情
報やご意見などをお寄せください。お待ちして
います。  E－mail:ondanka-t@city.hiroshima.lg.jp 


