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平平成成 2277 年年度度  協協議議会会総総会会開開催催 

５月 20日(水)14時から大手町平和ビル 5階会

議室において 27年度の総会を開催しました。 

北吉環境局長からの挨拶をいただいたのち、

協議会規約の改正、平成 26 年度の活動報告書・

決算と平成 27 年度活動計画書・予算の審議を行

って、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 24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。 

  

22001155 年年 44 月月かからら 66 月月のの活活動動  
○役員会： 

 ・4 月 21日 総会資料検討 

○イベント WG: 

 ・環境の日ひろしま大会 

6月 7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 

   5 月３０日 消費者のひろば 

       (シャレオ中央広場) 

   公益社団法人広島消費者協会のブースで 

   省エネ診断を実施(受診者 19 名) 

  6月 7日  環境の日ひろしま大会 

       （県庁前広場） 

 

 

○eco ちゃり WG: 

 ・5 月 3日 フラワーフェスティバルパレード 

 

 

 

    22001155 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 24日 「2015ひろしま温暖化ストップ！

フェア」 

    場 所 : シャレオ中央広場 

    時 間 :  11時～17時 

 

 

 

 

 

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(日)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 6 台(燃料電池

自動車 1 台・電気自動車 2 台・水素自動車 1 台・ク

リーンディーゼル車 2 台)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料電池自動車 

「みらい」 
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広島市地球温暖化対策地域協議会 

[事務局]広島市環境局温暖化対策課 

広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34号 
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「環境の日」ひろしま大会 
6月7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。 

今回、ブースを「省エネ診断」から「家庭の省

エネ相談コーナー」に標示を変えて実施した結

果、多くの方に立ち寄っていただき、10 時から 15

時 30分過ぎまでの時間に 33名の方に省エネ診

断を受診していただきました。 

 エネルギーの使用量の把握をされていない方

も多く、「帰られてから、診断書の標準値と比較し

てみてください」と助言したり、「家族の協力が

ない」などの会話から「この診断結果を参考にし

て、話し合ってみてください」などと、今回の診

断をきっかけとして行動につながることを期待し

て話しました。 

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、

国民生活、経済活動等への影響を極力回避した

無理のない形で、できる限りの節電をお願いした

いとの要請が出ています。 

 節電協力要請期間・時間帯は次の通りです。 

 ・7月１日(水)～9 月３０日(水)の平日 

  *ただし、8月１３日(木)及び 14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。 

協議会の事業者会員紹介(11) 
ミズノ株式会社 

(事業概要・地球温暖化防止の取組） 

～健やかなスポーツシーンを人へ・地球へ～ 

ミズノでは、環境保全活動をＣＳＲ基本理念の

一つと位置付け、持続可能な社会の実現に向け

て取り組んできました。 

「健やかなスポーツシーンを人へ・地球へ」のス

ローガンのもと、1991 年にミズノ地球環境保全活

動「Crew21」をスタートさせるとともに、「テクノロ

ジー＆クラフトマンシップwithエコ」の考えに沿っ

て、環境に配慮した商品を 20 年以上にわたって

作り続けてきました。 

 ミズノでは独自の環境配慮型商品の認定基準

として「ミズノグリーングレード」を設け、商品の

企画・開発からお客様の使用・廃棄にいたるまで

の、商品のライフサイクル全体で環境に配慮され

るようにモノづくりを進めています。 

 例えば、自社工場で製造している

主にプロ野球選手が使用する木製バ

ットや野球グラブも様々な環境への

配慮をしています。それらの材料と

なる木や牛皮でバットやグラブに適

さないものは、キーホルダーや財布

などの小物にリユースされ、製造工程から出る削

り屑や革の切れ端は木のチップやＲＰＦ（固形燃

料）といった燃料にリサイクルされます。 

 また、リユースされた木で作られる木工品の売

上の一部を寄付し、ＮＰＯ法人ドングリの会の活動

を通じて、アオダモなど木製バットの材料になる

木の植樹・育林活動を行っています。 

 

 ミズノはこれからも、創業者・水野利八の“ええ

もん作りなはれや”の精神を大切にしながら、モ

ノづくりを通して地球環境の保全に貢献していき

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(7/20)13時～16時 

 西部リサイクルプラザ 

・ オリエンテーション 

・ 西部リサイクルプラザの見学 

・ 広島市の環境施策、大気環境について 

 第 2 回(8/23) 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(9/27) 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 

～環境を大切にする人を増やすには～ 

 第 4 回(10/4) 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 

～環境への想いをカタチにする方法～ 

 第 5 回(11/15) 10 時～12時 

   江波山気象館 

・ 気象と地球温暖化について 

・ 江波山気象館の見学 

 第 6回(12/6) 13時～16時 30 分 

   広島市中工場 

・ 中工場の見学 

・ 広島環境サポーターネットワーク、広島 

 市地球温暖化対策地域協議会の紹介 

・ 修了式 

2.募集人数:30 人(超えた場合は抽選) 

3.締切日: 7月 3日(金) 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 

 

 

22001155 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  

 「2015 ひろしま温暖化ストップ！フェア」は、7

月 24 日（金）にシャレオ中央広場において開催し

ます。時間は 11時から 17時までです。 

 広島市消防音楽隊のオープニング演奏・江波

山気象館による科学実験ショー・広島市太極拳協

会による太極拳演武・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・団体は次のとおりです。 

・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 

・広島電鉄株式会社 

・広島ガス株式会社 

・中外テクノス株式会社 

・ミズノ株式会社 

・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 

・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((55)) 

段原中学校(南区) 

段原中学校は、広島市の段原東部土地区画整

理事業に伴って。2011年(H２３年)に校舎移転され

ました。太陽光発電設備は、この新築に伴って設

置されたものです。 

 

・発電設備容量 : 40kW 

・設置場所 : 校舎北棟屋上 

・電力会社と系統連携しており、校内で使用する

電力よりも大きく、余剰電力が発生すれば売電す

るようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的ホールには、発電状況などを示すモニ

ター設備が設置されており、これを使って環境問

題・エネルギー問題等を学習することもできるた

め、有効活用が期待されます。 

また、この夏には、屋根貸しによる太陽光発電

設備が新たに設置される予定になっています。 

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 安芸郡坂町 坂町町民センター 

 開催月日 

前 期 : 7月 24 日(金) 

中 期 : 8 月 25 日(火) 

後 期 : 12月 11日(金) 

  参加申し込みの希望者は、7月 8日までに協議

会事務局までに、お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号(28 号)の掲載予告 

９月末発行予定 

○2015 ひろしま温暖化ストップ!フェア(7/24)

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 27 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 


