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平平成成 2299 年年度度  協協議議会会総総会会開開催催 

５月 31 日(水)１５時 30 分から市議会議事堂 4

階の委員会室において２９年度の総会を開催しま

した。 

環境局長から挨拶をいただいたのち、新会員

の紹介を行い、平成２８年度事業報告・決算と平

成２９年度事業計画・予算の審議、協議会規約の

一部改正について、議案どおり承認されました。 

その他の事項として、今年度の温暖化ストップ

フェアについて概要の紹介をしました。 

開催日は 7月 28日（金）で、今回は『サンフレッ

チェ広島を引退してアンバサダーに就任した森

崎浩司氏』を招待して開催する予定であり、観客

の増加を図っていきたい旨の抱負を述べました。 

 

和和田田厚厚志志  環環境境局局長長挨挨拶拶 

地域協議会の皆様の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。 

また、常日頃から、地球温暖化防止への取組と

して、「出前講座」など地球温暖化に関する環境

学習をはじめ、「草の根省エネ相談事業」や「ひ

ろしま温暖化ストップフェア」などのイベント開催、

自転車でのフィールドワークや広報誌の発行な

ど、様々な活動に熱心に取り組んでいただいて

おり、感謝申し上げます。 

さて、本市においては、この３月に「広島市地

球温暖化対策実行計画」を策定し、今後は、この

計画の下で、市民、事業者、行政などが一体とな

って地球温暖化対策に取り組んでいくこととし

ております。皆様の活動は、地球温暖化対策の取

組において、非常に重要な役割を果たすものと 

考えています。 

 

本市といたしましても、地球温暖化防止に係る

様々な取組を行っていく所存でございますので、

皆様には、引き続き、御協力をお願い申し上げま

すとともに、貴協議会のさらなる御発展と皆様の

益々の御健勝を祈念いたしまして、簡単ではご

ざいますが、御挨拶とさせていただきます。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

22001177 年年 44 月月かからら 66 月月のの活活動動  
○役員会： 

 ・4月 28日 総会資料検討 

  

○家庭・消費者 WG: 

 ・草の根省エネ相談事業 

   5月 27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 

6月 4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 4日 省エネ相談と ecoちゃりクイズ 

 

○教育・学習 WG: 

・5月 3日 フラワーフェスティバルパレード 

 

・公民館等出前講座 

 6月 12日 佐伯区公衛協（佐伯区役所） 

 

・小学校出前授業 

  6月 16日  翠町小学校（南区） 

  6月 19日  祇園小学校（安佐南区） 

  6月 23日  神崎小学校（中区） 

  

≪編集・連絡先≫ 

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 

TEL 082－504－2185 

FAX  082－504－2229 

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



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。 

 「ＳＴＯＰ 地球温暖化」の横断幕を先頭として

11 時 34 分に出発しました。広島市の環境活動に

興味のある高校生も加わり、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 4 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、省エネ相談・自転車ルー

ルクイズなどを行いました。 

自転車ルールクイズのチャレンジには、５８名の

参加がありました。 

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。 

特に、最近市内でも増えてきている「歩車分離

式の信号機」のある場所での自転車走行につい

ては、よく理解してもらうように解説を行いまし

た。 

省エネ相談コーナーには、２７名の相談者があ

りました。 

 

地球温暖化の出前講座 
6月 12日(月)佐伯区役所で開催された佐伯区

公衆衛生推進協議会の総会後の講演会として、

出前講座を実施しました。テーマは「私たちの暮

らしと地球温暖化」で、パワーポイントを使って６

０分の講座をし、質疑応答を行った後に、ワットア

ワーメーターを扇風機に接続して使用電力の計

測実験を行いました。最後に、「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣ

Ｅ」についての説明を行って、５４名の方から賛同

用紙への記入をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22001177 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 14日  古田台小学校（西区） 

 

○eco ちゃり WG： 
・7月 25日 13時 30分～ 

市役所 4階共用会議室 

 

○協議会全体会議： 

・7月 25日 15時 00分～ 

市役所 4階共用会議室 

 

○イベント WG： 

 ・7月 28日 11時 00分～17時 00分 

「2017ひろしま温暖化ストップ！フェア」 

       シャレオ中央広場 

     

広広島島市市かかららののおお知知ららせせ  
「平成 29 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。 

＊申請に当たっては事前に温暖化対策課（下記

問い合わせ先）までご相談ください。 

１.交付対象 

補助金の交付対象は、集合住宅の共用部

（例：階段、廊下、駐車場、駐輪場等）において、

既存の蛍光灯照明器具等をＬＥＤ照明器具に交

換する工事であって、補助対象経費（下記３参

照）の要件に適合するものになります。 

２.対象者 

次の要件のいずれかに該当するもの 

（1）広島市の区域内に存する集合住宅の管理組

合 

（2）広島市の区域内に存する集合住宅の管理組

合法人（広島市税を滞納していないこと） 

３.補助金額・募集件数・申請方法・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、千円未満の端数は切り捨て） 

※「補助対象経費」とは、ＬＥＤ照明器具の機器

購入費及び設置工事費で、次に掲げる要件

のいずれにも該当する経費です。 

［1］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

事に係る経費であること。 

［2］ＬＥＤ照明器具は、基準を満たすものである

こと。（基準の詳細は、広島市ホームペー

ジをご確認ください） 

［3］設置工事費を必ず計上する経費であるこ

と。 

［4］１件の申請につき、補助対象経費が１０万円

（消費税別）以上であること。 

ただし、既存の白熱灯照明器具等にランプ

型ＬＥＤ照明を取り付ける費用（いわゆる球

替え）は、補助対象経費にはなりません。 

(2)募集件数 ： 30件 

(3)申請方法 ： 郵送または持参 

 (4)申請受付期間：平成 29年 4月 17日（月）から 

12月 15日（金）まで 

（郵送の場合、最終日は当日の消印有効） 

 ＊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。 

4.その他 

・ 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。 

・ 交換工事は、補助金の交付決定日以降に着工

してください。 

・ 交換工事の完了後、その完了の日から４０日又

は平成３０年３月２日（金）のいずれか早い日ま

でに、実績報告・交付請求を行ってください。 

（注）交換工事の完了とは、交換工事が完了した

日又はＬＥＤ照明器具の機器購入費及び交換

工事費を支払い、領収書等を取得した日のい

ずれか遅い日とします。 

問い合わせ先 広島市環境局 温暖化対策課 

       ＴＥＬ 504-2185 ＦＡＸ 504-2229 

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  

 



22001177 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  

 「2017 ひろしま温暖化ストップ！フェア」は、7

月 28 日（金）にシャレオ中央広場において、各企

業・団体のブース出展協力をいただいて開催し

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に始ま

り、江波山気象館による科学実験ショー・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。今年は、サンフレッチェ

アンバサダーの森崎浩司氏の出演も予定してお

ります。また、今回は公民館で活動されているグ

ループの皆さんから、フラダンスなども披露して

もらってステージをさらに充実させていきます。 

 協議会では、パネル展示と省エネ相談を行う

予定です。 

 

 

 

太太陽陽光光発発電電施施設設のの紹紹介介((1133)) 

戸山小学校(安佐南区) 

戸山小学校は、戸山中学校と同じ敷地にあり、

運動場など施設を共有して使用されています。 

太陽光発電施設は、新校舎建設に伴って平成 

２１年度に設置されました。 

・発電設備容量 : 10kW  

・設置場所 ： 本館屋上 

発電状況などを表示するモニターは、1 階に設

置されており、「今日の発電量」「いままでの発電

量」のほか、現在の発電電力で 40Ｗの蛍光灯が

何本つくかを示しています。 

（校舎正面外観） 

 

 

（校舎外観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（太陽光発電施設） 

  

（モニター表示） 

 

次号(36号)の掲載予告 

９月末発行予定 

○2017 ひろしま温暖化ストップ!フェア(7/28)

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 35 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 


