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⑯電気の無駄使いはやめましょう！ 

 

 

○ 地球温暖化 

地球温暖化とは、わたしたち人間が経済発展や便

利な生活を求め続けて、石油や石炭などを大量消費

した結果、大気中の二酸化炭素、メタン、亜酸化窒

素などの温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温

度が上昇することをいいます。「ＩＰＣＣ」（気候変

動に関する政府間パネル）は、地球全体の平均気温

が、2100 年までに 1.4～5.8℃上昇すると報告して

います。 

本市では、地球温暖化対策として以下のような事

業に取り組んでいます。 

 

○ 新エネルギー等の導入 

（１）太陽熱エネルギーの利用 

市内において、現在 20 ヶ所の太陽熱を利用し

たシステムが設置され、主に給湯、冷暖房、プー

ルの加温等を目的に普及しています。市役所本庁

舎屋上に、太陽熱ソーラーシステムを設置して、

本庁各課の給湯に利用しています。 

また、同様の施設を少年自然の家、老人福祉セ

ンターのほか、区スポーツセンター、老人いこい

の家の一部などに導入しています。 

（２）太陽光発電の利用 

  公共施設では、視覚障害者誘導用音声案内装置

（63基）、野外照明装置（1基）、道路の視線誘導

標識に、小型の太陽光発電システムを利用してい

ます。 

（３）天然ガスコージェネレーションの利用 

  クリーンな天然ガスを利用し、熱と電気を同時

に高いエネルギー効率で作り出し、利用できるシ

ステムで、市内では23施設で設置されています。 

（４）ごみ焼却余熱の利用 

清掃工場でのごみ焼却余熱を、給湯、冷暖房、

発電及び近隣施設への温水供給に利用していま

す。なお、現在建替中の中工場には、出力15,200 

kWの発電機を設置する計画です。 

（５）消化ガスの利用 

西部浄化センターの下水処理過程で発生する

消化ガスを利用して発電（発電能力 200kW＋

450kW）し、場内の使用電力に充てています。 

 

○ 広島市地球温暖化対策地域推進計画の策定 

  地球温暖化防止に向けた本市・事業者・市民の

取組内容や温室効果ガス削減目標などを定める

「広島市地球温暖化対策地域推進計画」の策定に、

平成13年度から取り組んでいます。 

 

 

 

地球温暖化対策

地球温暖化のメカニズム 

地球の平均気温は現在約 15℃ですが、もしも地球上に温
室効果ガスがなかったとすれば、平均気温はマイナス18℃
となり、生命の存在できない極寒の星となるはずです。 
 しかしながら、地表の気温は①太陽から届く日射が大気
を素通りして地表面で日射が吸収され、②加熱された地表
面から、赤外線の形で熱が放射され、③温室効果ガスがこ
の熱を吸収し、④その一部を再び下向きに放射し、再び地
表面や下層大気を加熱するという仕組みにより生物の生存
に適した気温に保たれています。 
 ところが近年、産業の発展や森林の開拓などの人間活動
の活発化に伴って、温室効果ガスの濃度が増加し、地球規
模での気温上昇（温暖化）が進行しています。 

 

６ 地球環境の保全 

 
 

＜環境省ホームページより＞
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⑰買い物にはマイ・バッグを持っていきましょう！ 

 

      一人ひとりの地球温暖化対策 

 
 
 

 取組みの例 
一世帯当たりの
年間ＣＯ２削減

効果 

一世帯当たりの年
間排出量に対する
削減割合（％）

一世帯当たり 
の年間節約効果 

備考 

1 

冷 房 の 温 度 を
１℃高く、暖房
の温度を 1℃低
く設定する 

約 31kg/年 0.5% 約 2,000 円／年

カーテンを利用して太陽光の入射

を調整したり、着るものを工夫する

ことで、冷暖房機に頼らないで過ご

せる。冷暖房を始める時期も少し待

ってみる。 

2 
週 2 日往復 8 ㎞
の車の運転をひ
かえる 

約 185kg/年 3.1% 約 8,000 円／年
通勤や買い物の際にバスや鉄道、自

転車を利用する。歩いたり自転車を

使う方が健康にも良い。 

3 
１日 5 分間のア
イドリングスト
ップを行う 

約 39kg/年 0.7% 約 2,000 円／年
駐車や長時間停車するときはエン

ジンを切る。大気汚染物質の排出削

減にも寄与する。 

4 
待機電力を 90%
削減する 

約 87kg/年 1.5% 約 6,000 円／年
主電源を切る。長期間使わないとき

はコンセントを抜く。買い換えのと

きは待機電力の少ない製品を選ぶ。

5 
シャワーを1日1
分家族全員が減
らす 

約 65kg/年 1.1% 約 4,000 円／年
身体を洗っている間、お湯を流しっ

ぱなしにしないようする。 

6 
風呂の残り湯を
洗濯に使いまわ
す 

約 17kg/年 0.3% 約 5,000 円／年

洗濯や、庭の水やりのほか、トイレ

の水に使っている人もいる。残り湯

利用のために市販されているポン

プを使うと便利である。 

7 
ジャーの保温を
止める 

約 31kg/年 0.5% 約 2,000 円／年

ポットやジャーの保温は、利用時間

が長いため多くの電気を消費する。

ごはんは電子レンジで温めなおす

ほうが電力消費が少なくなる。 

8 

家族が同じ部屋
で団らんし、暖
房と照明の利用
を 2割減らす 

約 240kg/年 4.1% 約 11,000 円／年
家族が別々の部屋で過ごすと、暖房

も照明も余計に必要になる。 

9 
買い物袋を持ち
歩き、省包装の
野菜などを選ぶ 

約 58kg/年 1.0% 
トレーやラップは家に帰ればすぐ

ごみになる。買物袋を持ち歩いてレ

ジ袋を減らすことも出来る。 

10 

テレビ番組を選
び、1日 1時間テ
レビ利用を減ら
す 

約 13kg 0.2% 約 1,000 円／年
見たい番組だけ選んで見るように

する。 

 合計 約 766kg/年 13.0% 約 41,000 円／年

 
我が国全体での

効果 
約 34.7百万
トン／年 

我が国の温室効果ガス排出量（1990 年）を２．８％削減。  

注）一世帯当たりの年間ＣＯ2排出量：約 5,900ｋｇ、我が国の世帯数：4,742 万世帯（1999年）、我が国の乗用

車数 4,000 万台 

我が国全体での効果の算出方法：自動車の取組（2，3）による削減効果×4,000 万（台）＋その他の取組×4,742

万（世帯）＝34.7 百万トン 

我が国の京都議定書基準年の温室効果ガス排出量：1,223.8 百万トン 

＜環境省ホームページより＞ 

家庭でできる 

家庭で以下の取組を行うと、我が国の温室効果ガス排出量（１９９０年）を２．８％削減
できます。 



 

 

19

⑱世界各国と協力し、地球環境問題に取り組んでいきましょう！ 

 

○ オゾン層の保護 

平成5年1月に「オゾン層保護対策取組方針」

を策定し、本市の施設・設備等の脱フロン化、関

係業界等への普及啓発、フロンモニタリング、廃

公用車からのフロン回収等の取り組みを進めてい

ます。 

 

■ 環境大気中のフロン濃度の推移 
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○ 酸性雨対策 

酸性雨の監視・調査を定期的に行っていますが、

近年、やや改善の傾向が見受けられます。 

 

■ 雨水のpHの推移 
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○ 重慶市（中華人民共和国）との環境保全交流 

昭和61年 10月に重慶市と友好都市提携を行っ

て以来、文化、経済、医療等様々な分野において

友好交流を進めてきました。 

環境保全分野については、重慶市職員の受入れ

及び環境保全研修等の交流を行っています。 

 

○ 国際環境自治体協議会（ICLEI）への加盟 

国際環境自治体協議会(ICLEI)は、地球環境の保

全を目指す地方自治体のための国際的なネットワ

ークで、本市は、平成7年6月に加盟しました。

平成13年11月現在、世界62カ国、397自治体（団

体）が加盟し、国内会員数は46自治体です。 

 

 

国際協力の推進

地球環境問題とは？ 

地球温暖化 

大量のエネルギー消費によって、二酸化炭

素などの温室効果ガスが増加し、地球全体

の平均気温が上昇すること 

オゾン層 

の破壊 

冷蔵庫やエアコンの冷却剤などに使用さ

れるフロンにより、太陽からの有害な紫外

線を吸収しているオゾン層が破壊される

こと 

酸性雨 

工場や自動車等から排出された硫黄酸化

物や窒素酸化物が雨に溶けて、酸性の雨

（ｐＨ5.6以下）が降ること 

森林(熱帯林)

の減少 

商業用の木材の過剰な伐採や開発途上国

の人々の過度の焼畑、放牧などにより、熱

帯林が減少していること 

生物種 

の減少 

人間による開発に伴う生息･生育環境の悪

化や乱獲などによって、動植物種が少なく

なっていること 

海洋汚染 

河川から有害物質や栄養塩類が流れ込ん

だり、タンカーの事故で油が流れ出たりし

て、海が汚染されること 

有害廃棄物 

の越境移動 

有害な廃棄物が国境を越えて移動し、その

廃棄物で人の健康に害を与えたり、環境問

題を引き起こしていること 

砂漠化 

気候変化によるものと人間による自然破

壊により土地が荒廃し、乾燥化して砂漠の

ようになること 

開発途上国の

公害問題 

人口増加と工業化や都市化が急速に進ん

だ開発途上国で、衛生状態の悪化や大気汚

染、水質汚濁などの公害問題が深刻化して

いること 

 

その他の地球環境保全の取組

酸
性
度

弱

強 
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