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平平成成 2288 年年度度  協協議議会会総総会会開開催催 

５月 31日(火)10時から大手町平和ビル 5階会

議室において 28 年度の総会を開催しました。 

環境局長からの挨拶をいただいたのち、平成

27年度の活動報告書・決算と平成 28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。また、今回は、協議会役員の改選時期に

あたり、篠原会長が再任されました。吉田・菅副会

長と理事８名・監事２名を選任して、今後２年間の

活動体制を整えました。 

  

22001166 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 

○eco ちゃり WG: 

 ・5 月 3日 フラワーフェスティバルパレード 

○家庭・消費者 WG: 

 ・草の根省エネ相談事業 

   5 月 28 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 

   省エネ相談を実施(受診者 28 名) 

   

 

 

 

 

 

6月 5 日  環境の日ひろしま大会 

       （県庁前広場） 

○イベント WG: 

 ・環境の日ひろしま大会 

6月 5 日 省エネ相談とパネル展示 

○教育・学習 WG: 

 ・小学校出前授業 

  6月 8 日 祇園小学校 

 

6月 20 日 己斐東小学校 

・公民館出前講座 

 6月 15 日 中央公民館 

 

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(祝)平和大通りのパレードに広島市・

マツダ・岩谷産業のチームの一員として参加しま

した。 

 当日は、あいにく雨が降り出したという天候の 

中でしたが、「ＳＴＯＰ 地球温暖化」の横断幕を

先頭として、広島市の環境活動に興味のある高

校生１５人も加わ

り、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。 

 

 

「環境の日」ひろしま大会 
6 月 5 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

省エネ相談・自転車ルールクイズなどを行いまし

た。 
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自転車ルールクイズのチャレンジには、子供さ

んとともに多くの人が来られて、延べ１００名を超

えるという賑わいを見せました。 

６問のクイズにチャレンジして、自転車走行ル

ールについての再確認をしていただきました。 

省エネ相談コーナーは、２５名の相談者があり

ました。中には、昨年も診断を受けて、その後の

エコライフ度を確認に来られた方もおられまし

た。 

    22001166 年年 77 月月のの活活動動予予定定  
○教育・学習 WG: 

 ・小学校出前授業 

  7 月 6日 翠町小学校 

○eco ちゃり WG： 
・7月 26日 13時 30 分～ 

市役所 4 階共用会議室 

○協議会全体会議： 

・7月 26日 15 時～  市役所 4 階共用会議室 

○イベント WG： 

 ・7 月 29 日 「2016 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 

 

夏季の省エネルギー対策 
 今年の夏は、節電協力要請は出されていませ

んが、「夏季の省エネルギー対策」が決定され、

～6月から 9 月は夏季の省エネキャンペーン～ 

として、省エネルギー対策の実践についての協

力が呼びかけられています。 

省エネルギー・低炭素型の製品への買い替え・

サービスの利用・ライフスタイルの選択など地球

温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国

民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の推進などが行われ

ます。 

広広島島市市かかららののおお知知ららせせ  
「平成２８年度 広島市環境サポーター養成講座」

参加者募集について 

 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.日程 7月～12月 全 6回 

2.場所 西部リサイクルプラザ（西区商工センタ 

ー七丁目７-２）ほか 

3.募集人数:30 人(超えた場合は抽選) 

4.締切日: 7月 1日(金) 必着 

5.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 

  
「平成２８年度 広島市家庭用燃料電池（エネファ

ーム）設置補助金」のお知らせ 

 広島市では、地球温暖化対策として家庭にお

けるエネルギー利用のスマート化を推進するた

め、住宅に家庭用燃料電池の設置等を行う個人

に対して補助金を交付する「広島市家庭用燃料

電池設置補助金事業」を実施しています。 

平成 27 年度は、合計 135 台の補助申請があり

ました。今年度も下記のとおり実施しますので、

家庭用燃料電池の設置に興味を持っておられる

方は、是非、ご活用ください。 

 

１．補助金額 ５万円/台 

2.募集台数 １５０台 

3.申請受付期間 

   平成２８年５月１６日（月）～ 

平成２９年１月３１日（火） 

  ＊申請受付期間内であっても募集台数に達 

した場合は、受付を終了します。 

４.申請先 広島市環境局 温暖化対策課 

       ＴＥＬ 504-2185 ＦＡＸ 504-2227 

制度の詳細や申請書等の様式は、広島市ホー 

ムページからダウンロードできます。  

HP▶くらし・手続き▶ごみ・環境 ▶地球温暖化 ▶地球温暖化対策  

 



 広広島島市市かかららののおお知知ららせせ（（続続））  
「平成２８年度 広島市集合住宅共用部のＬＥＤ照

明器具交換補助金」のお知らせ 

 広島市では、地球温暖化対策として集合住宅

（マンション）におけるエネルギー利用のスマート

化を推進するため、集合住宅共用部の既存の蛍

光灯照明器具等をＬＥＤ照明器具に交換する工事

を行う集合住宅（マンション）の管理組合・管理組

合法人に対して補助金を交付します。 

１.交付対象の要件 

 次のいずれにも該当すること。 

（1）市が定める基準を満たすＬＥＤ照明器具の交 

換工事であること。 

（2）集合住宅の共用部において、既存の蛍光灯 

照明器具等をＬＥＤ照明器具に交換する工事で 

あること。 

 （3）補助対象経費が１０万円以上であること。 

（4）非常用照明器具等を交換する場合は、それ 

ぞれに対応したＬＥＤ照明器具を取り付けること。

２.対象者 

 広島市の区域内の存する集合住宅の管理組合 

・管理組合法人 

３.補助金額・募集件数・申請受付期間 

(1)補助金額 ： 補助対象経費の 1/10 

（上限 10 万円） 

 (2)募集件数 ： １００件（第 1回募集分 70 件） 

(3)申請方法 ： 郵送又は持参 

 (4)申請受付期間 

  第 1回 

 ・平成 29年 1月 16日（月）までに工事が完了 

するものが対象 

    ・平成 28年 5月 16日（月）から 12月 15日ま 

   で（最終日は当日消印有効） 

 ＊申請受付期間内であっても、募集件数に達 

  した場合は受付を終了します。 

 ＊申請に当たっては事前に温暖化対策課まで 

ご相談ください。 

注意事項 

一つの集合住宅に対する補助金の交付は、１ 

回限りとなります。 

 

 

４.申請先 広島市環境局 温暖化対策課 

       ＴＥＬ 504-2185 ＦＡＸ 504-2227 

制度の詳細や申請書等の様式は、広島市ホー 

ムページからダウンロードできます。  

HP▶くらし・手続き▶ごみ・環境 ▶地球温暖化 ▶地球温暖化対策  

  
  

22001166 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  

 「2016 ひろしま温暖化ストップ！フェア」は、7

月 29 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相談を予定

しております。 

 

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 

・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 

・公益社団法人広島市みどり生きもの協会 

・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((99)) 

福木幼稚園(東区) 

福木幼稚園の建物は、H２5年度に改築されまし

た。太陽光発電設備は、この改築に伴って設置さ

れたものです。広島市立幼稚園としては、唯一設

置されている施設です。 

・発電設備容量 : 10kW 

・設置場所 : 園舎屋上 

発電状況などを表示するモニターは、ゆうぎ

室に設置されており、ちょうど来園されていた親

御さんたちと一緒に見せていただきました。 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

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ています。 

 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。 

 今年は、当協議会から１チーム（２名）が参加し

て研修に励んでおられます。 

場 所 安芸区民文化センター 

 開催月日 

前 期 : 6月 3日(金) 

中 期 : 6月 21日(火) 

後 期 : 12月 7日(水) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

次号(32 号)の掲載予告 

９月末発行予定 

○2016 ひろしま温暖化ストップ!フェア(7/29)

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 31 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 


