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平平成成 3300 年年度度  協協議議会会総総会会開開催催 

5 月 23 日(水)10 時から市議会議事堂 4 階の

第 3 委員会室において 30 年度の総会を開催し

ました。 

環境局次長からあいさつをいただいたのち、

新会員の紹介を行い、平成 29 年度事業報告・

決算と平成 30 年度事業計画・予算の審議につ

いて、議案どおり承認されました。 

また、今年は役員改選の年であり、2 期 4 年

間務められた篠原会長に代わって、吉田副会長

が新たに会長に選任されました。菅副会長・新

宮原副会長と理事・監事、合わせて 9名の役員

を選任して今後 2年間の活動体制を整えました。 

 

吉吉田田悦悦子子新新会会長長ののああいいささつつ 

30・31 年度の会長に推薦いただき、務める

ことになりました吉田悦子です。協議会に参加

し 10 年になりますが、それまでも環境保全や

研究等に長い間携わってまいりました。 

地球温暖化に関する深刻な問題は、人類の存

続に関わる重要かつ緊急の課題です。国際連合

気候変動枠組条約においても各国の利益を超

えて一致団結して取り組もうとしています。 

我が国も地球温暖化対策計画を閣議決定し、

国際社会と協調しながら対策を進める方針を

示しています。広島市においても市民の快適な

生活と都市の利便性を確保しつつ地球温暖化

に対応するために、「広島市地球温暖化対策実

行計画」を策定しています。協議会もこの計画

の下で温暖化対策に取り組む活動を行ってお

ります。地球温暖化の現状を広くお伝えするた

めにも会員の皆様の強力な協力を賜りながら、

「I」でなく「We」で地球温暖化防止対策を実

行していく所存ですので今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

44 月月かからら 66 月月のの活活動動  
○ 役員会 

 4月 23日(月) 総会資料検討 

  

○ 教育・学習 WG 

5月 3日(木・祝)  

フラワーフェスティバルパレード 

 

 イベント WG 

○ 家庭・消費者 WG 

eco ちゃり WG 

  6月 3日(日)  環境の日ひろしま大会 

         （県庁前広場） 

省エネ相談、自転車ルールクイズを３つの

WGの合同で実施 

 

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(木・祝)平和大通りのパレードに広

島市・マツダ・岩谷産業・トヨタのチームの一

員として参加しました。 

 広島市の環境活動に興味のある高校生が持

つ「ＳＴＯＰ！地球温暖化」の横断幕を先頭に、

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。 
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「環境の日」ひろしま大会 
6 月 3 日(日)県庁前広場において開催されま

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、79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。 

省エネ相談コーナーには、18名の相談者があ

りました。 

今回、高校生ボランティアの参加があり、ク

イズラリーのスタンプ押印等を手伝ってもら

い、ブース内は盛況感がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
77 月月のの活活動動予予定定  

○ 教育・学習 WG 

  7月 19日(木) 祇園小学校出前授業 

 

○ イベント WG 

「2018ひろしま温暖化ストップ！フェア」 

7月 23日(月) 11時 00 分～16時 00分 

紙屋町シャレオ中央広場 

     

○ 協議会全体会議 

 7月 27日(金) 10時 00分～ 

市役所 4階共用会議室 

 

 

 

 

 

 

 

広広島島市市かかららののおお知知ららせせ  
「平成 30 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 日程 7月～11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）ほか 

３ 募集人数 30人(超えた場合は抽選) 

４ 締切日 7月 6日(金) 必着 

５ 申込・問合せ先 

広島市環境局温暖化対策課 

 TEL 082-504-2185  FAX 082-504-2229 

講座の詳細は広島市ホームページをご覧くだ

さい。  

HP▶くらし・手続き▶ごみ・環境▶環境全般▶環境学習  

  
「平成 30 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します。 

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 3万円/台 

２ 募集台数 400台 

３ 申請受付期間 

  平成 30年 4月 16 日（月）から 

平成 31年 1月 31 日（木）まで 

※ 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 問合せ先 

広島市環境局温暖化対策課 

  TEL 082-504-2185  FAX 082-504-2229 

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   



 広広島島市市かかららののおお知知ららせせ（（続続））  
「平成 30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、分譲集合住宅共用部の

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

が 10万円以上であること。 

２ 対象者 

次の要件のいずれかに該当するもの 

⑴ 広島市の区域内に存する集合住宅の管理組合 

⑵ 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 

⑴ 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） 

⑵ 募集件数：20件 

⑶ 申請方法：郵送または持参 

⑷ 申請受付期間：平成 30年 4月 16日(月)から 

平成 30年 12月 14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 

⑴ 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。 

⑵ 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。 

⑶ 交換工事の完了後、その完了の日から 40

日又は平成 31 年 3 月 8 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。 

（注） 領収書の発行日が平成 31年 3月 9 日

（土）以降の場合、補助金を交付すること

ができませんので、ご注意ください。 

５ 問合せ先 

  広島市環境局温暖化対策課 

   TEL 082-504-2185  FAX 082-504-2229 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22001188 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  
 「2018ひろしま温暖化ストップ！フェア」は、

7月 23日（月）に紙屋町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 16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、各種ステージイベント、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。今回は、広島東洋カープの

人気キャラクター「スラィリー」にも来場いた

だいて会場を盛り上げるよう検討中です。 

 協議会では、パネル展示、省エネ相談、自転

車ルールクイズ、子ども向け工作を行う計画に

しています。 



太太陽陽光光発発電電施施設設のの紹紹介介((1177)) 

安芸市民病院(安芸区) 

地球温暖化防止対策として、平成 27 年度に

太陽光発電システムが導入されました。 

・ 発電設備容量：37.44kW  

・ 設 置 場 所：外来・緩和ケア棟屋上 

発電した電気は、院内の空調設備の消費電力

の一部として活用されています。 

（外観） 

 

 

 

次号(40号)の掲載予告 

平成 30年 9月末発行予定 

2018ひろしま温暖化ストップ!フェア(7/23)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  

協議会では、学校への出前授業や、公民館等

への出前講座、各種イベントに参加し温暖化防

止活動の啓発や、省エネ相談などを行っており

ます。 

イベントでの活動においては、昨年から広島

市で実施されています「広島市高齢者いきいき

活動ポイント事業」の対象になっています。 

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 39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 

（太陽光発電施設） 

（モニター表示） 

（モニター表示） 


