
No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【西条・山と水の環境機構】
山のグランドワーク

　山のグランドワークを5回実施し、森林整備、チップづくり、炭焼き、ペレット作り等を行った。

　（1）　実績：5回実施（内・雨天作業中止2回）
　（2）　参加人数：延817人（平均参加人数：163.4人）
　　　　76回：106人、77回：75人、78回：214人、79回：318人、80回：104人
　（3）　除伐面積：約5,500㎡/3回
　（4）　ウッドチップ体積：約25㎥

4
【西条・山と水の環境機構】
山のグランドワーク

　山のグランドワークに5回参加し、憩いの森公園の林内の除伐作業を実施した。

5
【清武住民自治協議会】
ふるさとの村（里山）づくり

　豊栄支所周辺の里山（やすらぎの園）に植樹をした。東広島市民環境緑化植樹祭に清武住民自
治協議会として参加し、イロハモミジやサクラなどの木を植えた。植えた木は、住民自治協議会で
維持管理をしている。

2
【西条・山と水の環境機構】
龍王山憩いの森一帯の水質・水量定点観察調査

　山のグランドワーク作業エリア付近を流れる川や水路の水質11地点、土壌貯水力５地点の調査
を実施した。

　（1）　採水春季：5月17日・23日
　（2）　採水秋季：10月26日
　（3）　土壌採取：6月26日

3
【西条・山と水の環境機構】
森林整備活動

　民間や地元住民が行うセブンイレブンのＣＳＲ活動の森林整備に参加し、植樹・間伐作業指導を
行い、春・秋1haの森林整備を実施した。

 

【取り組みの方向性（目標）】 
  
 ①森林の保全 
   地域による森林整備の取り組み等により、水源かん養機能や景観維持等、森林が有する多様な環境機能の保全を目指します。 
  
 ②農地の保全 
   農地が農地として持続的に利用されるような取り組みにより、農地の多面的な環境機能（保水機能や生物の生息環境、田園景観の重要な構成要素等）の保全を目指します。 
  
 ③海の保全 
   水産資源の持続的な活用を図りながら、自然環境としての里海の保全を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （１） 人との関わりが深い自然環境の保全 

資料４ 市民・事業者の東広島市環境基本計画に沿った平成28年度の取り組み状況 平成29年度第1回 

       東広島市環境審議会 
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8
【ふるさと郷田の里山を育てる会・郷田小学校】
ふるさと郷田の里山を大切に　心に残る植樹

　ふるさと郷田の里山を育てる会が中心となって、郷田の誇りである沖田嘉市さん緑の深道池・中
の峠隧道近くに三種類の苗木を計60本植樹した。植樹後は、育てる会のメンバーが維持管理をし
ている。

9
【東広島市吉川財産区・地域ボランティア】
吉川みんなの森　里山整備

　みんなの森は整備して10年余を経過した。植えている樹種は、ヤエサクラ50本・ヒラドツツジ200
本・矮性サルスベリ60本・イロハモミジ45本で、みんなが楽しめる癒しの森として整備している。

6
【後谷つつじの里づくりの会】
つつじの里づくり

　福富町内に多数自生している野生のつつじを守り育てるために山の手入れをする活動をしてい
る。

7
【大多田生産森林組合】
ひろしまの森づくり事業

　広島県の“ひろしまの森づくり事業”の支援を受け、大多田生産森林組合では、大多田八幡神社
が将来的に建て替え等で材木が必要になる事態を見据え、神社用材木を目的に桧を大多田生産
森林組合所有地内に根付ける植栽活動を行った。

12
【吉川長寿会・吉川小学校】
長寿の森里山整備

　八本松町吉川の長寿の森付近でマツタケ山の再生を図るため「広島スーパー松」の植林を地元
の小学生と行った。

13
【NPO法人志和堀DNA.NET】
山の保存再生

　竹林・雑木林の整備、薪や蔓(つる)かごづくりワークショップなどを行った。

10
【板城小学校区住民自治協議会】
大迫山の遊歩道整備

　西大沢のテクノタウンに隣接する大迫山（343ｍ）の遊歩道整備を行っている。定期的な管理は自
治協議会が行っているが、年に１回は、多くの方が参加して、倒木の除去や草刈りなどの整備を
行っている。

11
【広島セブンの森づくり活動】
吉川の里山環境を守ろう！！

　広島県と(株)セブン‐イレブン‐ジャパンとの包括協定に基づき、東広島市と森の協定を結び、賀
茂地方森林組合による間伐・植樹作業指導、(株)セブン‐イレブン‐ジャパンや地元と市の職員に
よって企業の森として整備を行っている。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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2
【NPO法人メセナSUN-CLUB学びの森】
自然体験学習会

　小学3-6年生を対象に毎月1回、自然体験活動を実施し、168人（延数）が参加した。

3
【NPO法人メセナSUN-CLUB学びの森】
自然体験キャンプ

　小学3-6年生30名を対象に3泊4日のキャンプを実施し、30名（実数）が参加した。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【西条・山と水の環境機構】
山のグランドワーク

※1-（1）No1再掲

6
【生活協同組合ひろしま】
生物調査・自然教室

　特別栽培米を作っている於手保地域で、毎年田んぼを中干しする前に、田んぼに住んでいる水
生生物を調査し、シマゲンゴロウなど貴重な生き物が見つかった。また、秋には「親と子の自然教
室inアサヒの森」を開催した。

7
【エコINNくろせ】
蛍籠作り講座

　三ツ城コミュニティの企画「麦わらを使った蛍籠作り講座」の講師として参加した。
　生徒13名+指導員5名

4
【エコINNくろせ】
田植え体験

　西濱圃場で昔ながらの手植えでの田植えを体験した。
　参加者：乃美尾小学校の児童+先生17名、ＪＡ+地域の人達6名

5
【エコINNくろせ】
稲刈体験

　西濱圃場で昔ながらの鎌を使っての稲刈り、ハゼ掛けの体験をした。
　参加者：乃美尾小学校5年生18名+先生3名+ＪＡ2名+地域の人達7名

10
【高屋東小学校区住民自治協議会、自治組織ふれ
あいの里戸野造賀地域センター】
頭崎山交流登山

　毎年3月に、高屋東小学校区と河内西小学校区の方たちが、それぞれの地区から自然を感じな
がら頭崎山へ登り頂上で地区を超えた交流を深めた。

8
【平岩住民自治協議会】
大沢田池周辺環境整備

　大沢田池周辺が市民の方にとって散策しやすい憩いの場となるよう、芝桜の植栽や草刈り、清
掃活動などの定期的な維持管理を行っている。

9
【能良振興協議会（能良住民）】
板鍋林道整備

　板鍋山の林道で桜やもみじの植樹や草刈りなどをした。
　板鍋林道に平成15年にふくろう館まつりとして、市内の方に桜、もみじを植樹して頂き、その後、
毎年2回草刈清掃をしている。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①自然とふれあうことができる場づくり 
 
   森林、川、ため池、海などの本市が有する多様な自然環境と、安全に楽しくふれあうことができる場づくりを目指します。 
 
 ②自然とふれあえる機会や活動の充実 
 
   自然とふれあうことによって、自然環境に対する理解や愛着を深め、環境保全に対する自主的な行動の促進を目指します。 
  

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （２） 自然とのふれあいの推進 
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11
【自治組織ふれあいの里戸野】
野の花を後世に

　珍しい植物などを観察するウォーキングをしている。ハンショウヅルの蕾の発見、リンドウ仮植、
フシグロセンノウ、カザグルマ、カワラナデシコ、ワレモコウの苗配布、カザグルマ挿芽、ササユリ
袋蒔きなどを行った。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

14
【高美が丘小学校区まちづくり推進協議会】
まちづくり協働農園

　玉ねぎ、さつま芋、里芋、白菜など季節折々の野菜を作り、果樹も植えた。
　協働農園を営む仲間たち：約25人

15
【清西ふれあいの窯】
きよにし産楢炭を有効活用

　地域の山林で伐採した楢材を窯で炭にして、いろいろな活用をした。里山整備で出た間伐材を、
地域の窯で楢炭にして有効活用している。楢炭には空気を浄化する作用があり、みんなで家の中
に置いて使っている。
　また、楢炭を作った後に窯に残った炭の屑は、農作物の肥料や虫よけとしても使うことができる。

12
【三ツ城自治協議会　体育振興部会】
二神山再発見　登山＆ウォーキング大会

　幼児から86歳の方まで90人余りが参加し、草花・動物・歴史説明に耳を傾けながら登った。

13
【高美が丘小学校区住民自治協議会】
親子さつま芋掘り体験

　高美ヶ丘公園や高美ヶ丘団地内の協働農園で、自然に触れあう講座を開催した。
　28年度は24家族(大人39名、子ども43名)が参加して晴天の下、楽しく芋ほり体験が行われた。

18
【三永小学校】
環境調査隊　三永川を調べよう～水はきれいなのだ
ろうか？～

　三永小学校の４年生が学校近くを流れている青木川と三永川で生き物調査をした。児童は、地
域に住んでいる人が、みんなで協力してきれいな川を守ることの大切さを学んだ。

19
【東広島の野鳥と自然に親しむ会】
野鳥観察会・自然観察会

　八本松町の七ツ池などで、会員・一般問わず参加できる野鳥の観察会を開催した。

16
【木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会】
ホタルと出会う夜のお散歩

　初夏の夜に淡い光を愛でながら飛び交う中、100名の参加者とともに散策した。木谷在住の吉田
直代さんがホタルの生態について、クイズ形式で分かり易く教えてくれた。

17
【寺西小学校】
ふるさと探検黒瀬川

　学校の近くを流れる黒瀬川に入り、川に棲む生き物調査をした。また、川の流れの原因、川をき
れいにするためにできることをみんなで考えて発表した。

22
【NPO法人志和堀DNA.NET】
山の保存再生

※1-（1）No13再掲

23
【you 愛 sun こうち・町おこし団体　あちこち（広島大
学）】
竹林寺山道整備

　地域住民と学生が協力して、歩きやすい登山道の整備を行った。
　竹林寺ふれあいウォーキングが開催されるのに先立ち、登山道の邪魔な草木を除去したり、登
山者が歩きやすいようにスコップや重機などを使って道をならしたりした。また、登山者にコースが
わかりやすいように、道案内看板を設置した。

20
【農事組合法人さだしげ】
田植え体験・稲刈り体験・餅つき・椎茸駒打ち体験

　地域の子供達を対象に、田植え体験や河川の清掃活動などを開催した。田植えや、稲刈りなど
の農業体験や、地域の入寺川がホタルの棲める川になるように、「ホタルの里づくり」などを行っ
た。

21
【宇山地域センター】
農業体験（芋の植え付け・芋ほり）

　遊休地を活用した芋掘り体験。地域の内外から子どもたちを集めて芋掘り体験を行った。春には
苗を植え、秋には芋を掘って収穫し、みんなで、豚汁、天ぷら、焼き芋などの料理をして食べた。
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26
【自治組織ふれあいの里戸野】
親子ふれあい川遊び

　毎年夏の時期に、戸野老人集会所付近の沼田川河川敷で親子一緒に鮎のつかみどりなどの水
遊びを通じて身近にふれあえる水辺環境を満喫した。

27
【すいすい倶楽部】
沼田川体験

　沼田川流域で、植林交流会や川に住む生き物の観察をするなどの体験会を行った。

24

【you 愛 sun こうち ・広島大学　学生ボランティア団
体　OPERATION　つながり】
国際ボランティアCIEE　（国際教育交換協議会）との
交流

　留学生や子どもたちが、農業や竹炭づくりなどを体験する合宿。
　地域住民と学生が協働で企画運営をして、竹林寺での景観整備や清掃作業、陽だまり農園での
農作業などを体験し、河内の自然に触れ合う５泊６日の合宿を開催した。
　また、合宿でお世話になった「デイサービス　ハッスルこうち」へのお礼として、建物の壁にペイン
トをした。雰囲気が明るくなったと好評。

25
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
半尾川再生プロジェクト

　半尾川を憩いの空間に変えるプロジェクトで、西条市街地を南北に流れる小さな川である半尾川
を、みんなが親しめる水辺に再生できるように、川沿いで草刈りやヒガンバナやスイセンの球根の
植え付けを行った。
　球根の費用の一部は、酒まつりで行った樽募金で集まったお金を使わせていただいた。

28
【風早自治協議会・風早公衆衛生推進協議会】
干拓堤防松並木の整備作業

　三津湾を囲む干拓堤防は平成16年に地元の人が植えた松並木がそびえ立ち、今ではウォーキ
ングコースとして多くの方が利用されるようになった。路面には多くの穴が発生しており真砂土を入
れる作業や松並木のせん定、下草刈り作業など、年に２回行った。

29
【太田川流域振興交流会】
太田川流域の振興と交流と推進

　太田川の流域市町が連携し、流域内での振興や交流活動、水質保全活動、自然環境保全活
動、普及啓発活動に関する事業の展開や情報交換を行った。H28は志和堀小学校の3，4年生14
名が広島市の植物公園と西部水質資源再生センターを見学した。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【生活協同組合ひろしま】
生物調査・自然教室

※再掲1-(2)No6

4
【宇山地域農地環境保全管理組合 山野草クラブ】
希少植物の保全活動

　希少植物である、エヒメアヤメやイチリンソウなどを守る活動をした。地域の財産であるエヒメアヤ
メなどの希少植物が盗掘されたり、イノシシに荒らされたりしている状況を危惧して、保全する活動
を始めた。
　エヒメアヤメは平成22年に種まきを始めて、4年後にようやく花が咲いた。平成27年にはナツツバ
キの挿し木をして、根付かせることができた。

5
【エヒメアヤメの里 天神原 同好会（吉原振興会）】
エヒメアヤメの里づくり

　絶滅危惧種に指定されているエヒメアヤメを保存する活動。天神嶽には自生するエヒメアヤメが
見られ、訪れた人が過ごしやすいように、里周辺の草刈りや看板の設置などを行った。

2
【木谷はっけん野あそび会（木谷自治協議会）】
生命の神秘　アカテガニの産卵観察会・ウミホタルと
音楽の夕べ

　満月が近い夏の夜、産卵のため海岸を目指すアカテガニの集団が赤崎海岸に集まる。赤崎海岸
で見えるウミホタルのそばで、民話「幸後岩のタコ」の朗読と音楽を聞きながら、「音楽の夕べ」を楽
しんだ。

3
【豊栄小学校】
国の特定天然記念物オオサンショウウオを通じた環
境教育の推進

　豊栄小の4年生が、オオサンショウウオを通じた環境学習を実施した。広島大学総合博物館の先
生や東広島オオサンショウウオの会の皆さんからの協力を得て、オオサンショウウオの生態や河
川の水質について学んだり、河川の上流部にあるオオサンショウウオの巣穴の観察などを行っ
た。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①生物多様性の保全 
   
   山から海に至る本市の多様な環境に適応した生物に対する認識を高め、生物多様性の保全を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （３） 生物多様性の保全 
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2
【造賀地域センター】
造賀クリーン大作戦

　造賀地区では、約２５年前から、ごみを資源に変える地域の取り組みをしている。新聞雑誌・ダン
ボール・カンを、小学校のエコステーションに持参する活動を実施。また、「造賀クリーン大作戦」と
して、地域の清掃活動と、資源ごみを売却した収益金を活用し地域に花を咲かす花いっぱい運動
を展開した。

3
【御薗宇小学校区住民自治協議会】
御薗宇新町公園のシバザクラ

　御薗宇新町公園は市の里親制度を活用し、地域の方々が協力し月2回公園の草刈り・溝掃除な
どの維持管理を行った。平成28年4月にシバザクラが咲き誇った。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
植栽イベント

　酒祭りで募金活動を行い、そのお金を元に、スイセンとヒガンバナの球根を購入し、半尾川沿い
に植栽した。
　参加人数：16名

6
【能良振興協議会（能良住民）】
サルビア苗の移植・配布

　サルビアの苗をプランターに植えて、地区の家庭や県道沿い、豊栄の学校や保育園などに配付
し、花の多い街づくりにつなげた。

7
【入野　篁の郷】
花いっぱい運動

　地域に花を植えて、花いっぱいの街づくりに取り組んだ。
　年に2回（春・秋）、入野小学校や入野駅前の花壇に季節の花を植えて、街中を花いっぱいにす
る運動をしている。

4
【高美が丘小学校区住民自治協議会】
たかや花フェスタ

　高美が丘地域センターで106名が参加して寄せ植えが行われた。寄せ植えは参加者各家庭の玄
関先を飾り、高美が丘小学校区を花で一杯にしてくれている。

5
【上戸野地区住民自治協議会】
彼岸花の里づくり

　上戸野地区では、昔から国道３７５号沿いなどに彼岸花を植える、「彼岸花の里づくり」に取りくん
だ。

10
【東志和小学校】
東志和小学校みどりの少年団

　東志和小学校では、全校児童が団員の「東志和小学校みどりの少年団」を結成している。
　この活動では、学校を花いっぱいにする活動、保護者との清掃活動、地域の方に教わりながら
の農業体験などを実施した。

11
【高美が丘中学校】
校内外の緑化活動

　地域の方々と協力しながら、全校生徒が校内外の緑化・育樹に積極的に取り組み、美しい学校
づくり・地域づくりを行った。平成28年度、全国植樹祭で表彰された。

8
【磯松中学校】
「磯松　花咲かせ隊」活動

　生徒が自ら育てた花を、地域の保育所や諸施設約20箇所に配付する活動をした。

9
【志和堀小学校】
サルビア街道

　志和堀小学校の児童、老人会、壮年会が協力して、サルビアの苗を育てた。育てたサルビアは
一斗缶に移植し、9月頃にはきれいなサルビアが志和堀交差点に並んだ。

    【取り組みの方向性（目標）】    ①市街地の緑の保全      公園や街路樹、生垣などを適切に維持・管理し、私たちの生活に潤いを与えるとともに、都市部における多様な生物の生息環境でもある、市街地の緑の保全を目指します。    ②市街地の緑の整備・創出      公共施設や民有地等の緑化、公園の整備等により、市街地の緑の整備・創出を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （４） 市街地の緑の保全と整備・創出 
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14
【中組地区社会福祉協議会（中組平成会・なでしこ
会）】
フラワーロードの整備

　川上小学校西側の通学路約100mに竹で作ったプランターに花を植えて「フラワーロード」として
水やりや花の植えかえなどの整備と管理をしている。

15
【高屋堀団地・花壇作り同好会】
高屋堀団地のフラワーロード

　緑化活動を推進するために始めた花壇作り。
　自治会内のコミュニティ活動を通じて、平成18年の春に団地下の市道脇で始めた。活動を始めた
当時は、市道脇には雑草が生い茂っていたが、土を入れたり、レンガを並べたりして、3年かけて
全長約200mの花壇を整備した。
　今では、定期的な花壇の草取りや水やり、6月と11月に季節の花の苗を植えるなど花壇の維持・
管理をしている。

12
【河内小学校・コメリ広島河内店・you 愛 sun こうち】
河内小学校花いっぱい運動　～コメリ緑基金～

　事業者、小学校、地域住民が一緒に、花があふれる環境作りをした。
　コメリ広島河内店様より、河内小学校へプランター、苗、土の寄付をしていただいた。そして、コメ
リの方から花の植え方をおそわりながら、児童たちはプランターに花植えをした。また、「you 愛
sun こうち」から提供された燻炭での土作りや敷わらの使い方・機能を学んだ。

13
【草が城の里・河戸自治協議会】
沼田川流域周辺の美観づくり

　美観づくりの一環として沼田川流域の空き地を利用して、桜植樹と芝桜の植付を実施した。

16
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
半尾川再生プロジェクト

※1-（2）No25再掲

17
【西条市街地地区社会福祉協議会】
花いっぱい運動

　年に２回程度、市役所の北館に地域の住民が集まり、講師の先生方の指導のもと、季節の花を
プランターに植え、自宅や公的機関などの前に置き、市街地の景観が美しくなるように努めた。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【東志和小学校区住民自治協議会】
米山城跡・椛坂城跡の整備

　戦国時代以前の土塁城である米山城跡・椛坂城跡周辺の雑木や伐採の草刈りを行った。

4
【三ツ城自治協議会】
光の宴

　三ツ城古墳周辺を３，０００本のキャンドルで照らし、幻想的な雰囲気の中、古墳周辺を散策した
り、和楽器の演奏や子供たちの作品展示など、様々な出し物が行われた。

2
【志和堀小学校区住民自治協議会】
志和堀の「宝」再発見

　志和堀の「宝」である「史跡」を多くの方々に知っていただくため、「志和堀の「宝」再発見」をテー
マとして、平成27年度に「史跡」の「由来」「案内」看板を24箇所に設置し、埋もれていた史跡を掘り
起し、郷土の魅力を発信した。

3
【豊栄町内の各自治組織・東広島市教育委員会】
豊栄町民俗資料展示室

　豊栄で代々受け継がれてきた伝統ある昔の農機具や日用品などを安宿地域センターの２階に展
示している。

【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①歴史・文化的資源の保全・活用 
  
  歴史・文化的資源を大切に保全し、地域の歴史を学ぶ教材等として活用するなど、先人が私たちに残してくれた貴重な環境資源の保全・活用を目指します。 
 
 ②歴史的な町並みの保全 
 
   西条の酒蔵通りや白市の町並みなど、本市が有する歴史的な町並みの保全と活用を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （５） 歴史・文化的資源と歴史的な町並みの保全・活用 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

3
【能良振興協議会（能良住民）】
板鍋林道整備

　板鍋山の林道で桜やもみじの植樹や草刈りなどを行った。
　板鍋林道に平成15年にふくろう館まつりとして、市内の方に桜、もみじを植樹して頂き、その後、
毎年2回草刈清掃をしている。

4
【入野　篁の郷】
ムカデ芝の整備

　地域の農地にムカデ芝を植えて、田園地帯の景観整備をした。
　市農林水産課から補助を受けて、地域の田んぼの畔にムカデ芝を植えた。田んぼの畔は手入れ
をしないと雑草が生えやすい場所だが、ムカデ芝には雑草を抑制して、景観を良くする効果があ
る。

1
【エコネット会員、福富物産しゃくなげ館】
景観環境対策・浄化槽排水の水質対策

　福富町下竹仁のしゃくなげ館周辺の県道、市道、河川の草刈りを毎年4月から10月の間で4回以
上行い景観美化に努めている。景観美化は勿論のこと、浄化槽の維持管理業者とも連携して、河
川へ流れる浄化槽排水の水質向上と安定に努めており、周辺環境に優しい施設を目指した。

2
【平岩住民自治協議会】
大沢田池周辺環境整備

※再掲1-(2)No8

7
【千足池水利組合】
シバザクラなどによる景観形成活動（多面的機能維
持管理事業）

　農業者だけではなく、非農家も参加する地域ぐるみの活動としてシバザクラ等の植栽を行った。
多面的機能維持管理事業の補助金を市から受け、シバザクラの苗や防草シートなどに活用しなが
ら、活動した。

8
【米満に桜を植える会】
黒瀬川沿いの維持管理

　年に４～５回、黒瀬川沿いに植えた桜の木の手入れを中心に土手の草刈りなど周辺環境の維持
管理を地域の方々が協力して行った。

5
【草が城の里・河戸自治協議会】
沼田川流域周辺の美観づくり

※1-(4)No13再掲

6
【草が城の里・河戸自治協議会】
マイロード活動

　県道、市道、沼田川沿いの草刈り作業を行った。

11
【福富物産しゃくなげ館】
景観環境対策

　福富町下竹仁のしゃくなげ館周辺の県道、市道、河川の草刈りを毎年4月から10月の間で4回以
上行い景観美化に努めた。
　また、しゃくなげ館では2014年の夏より東広島市公衆衛生協議会福富支部が作成した「えひめ
AI」を使用しており浄化槽の臭いが無くなるなど効果を実感している。

9
【正福寺山公園協会とボランティアグループ】
正福寺山公園の環境への取り組み

　安芸津町の正福寺山公園では、会員が草刈作業をしたりや古枝を落としたりして、公園の美化
活動に取り組んだ。

10
【一般社団法人東広島青年会議所】
東広島の景観パンフレット作成

　郷土の美しい景観を明日に引き継ぐため、「もっと酔える東広島に景観永遠（とわ）」を作成・発
行。
　このパンフレットは、西条の酒蔵通りを始め、市内9町ごと地域特有の調和の取れている景観写
真を載せ解説したり、景観法の説明も入れた内容になっている。インターネット上でも公開している
ので　「景観永遠　東広島」　で検索してご覧いただきたい。

    【取り組みの方向性（目標）】    ①総合的な景観形成の推進      良好な景観形成のためのルールづくり等により、快適で質の高い町並みの形成を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （６） 潤いのある市街地景観の創出 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

3
【西条・山と水の環境機構】
水のグランドワーク

　西条の水についての講習、源流探訪＆きき水、水質浄化実験用木炭の入替え、水生生物調査
を行った。

　（1）　参加人数132人
　（2）　みどりの少年団については、ウォークラリー形式で屋外プログラムに参加する方式に変更。

4
【エコネット会員、福富物産しゃくなげ館】
景観環境対策・浄化槽排水の水質対策

※1-（6）No1再掲

1
【西条・山と水の環境機構】
山のグランドワーク

※1-（1）No1再掲

2
【西条・山と水の環境機構】
龍王山憩いの森一帯の水質・水量定点観察調査

※1-（1）No2再掲

7
【福富物産しゃくなげ館】
景観環境対策

※1-（6）No11再掲

5
【乃美地区　公衆衛生推進協議会】
ぼかし肥料づくり教室

　自然への負荷が小さい「ぼかし肥料」の作り方教室を開催した。ぼかし肥料は、油かすや米ぬか
などの有機質にもみ殻などを混ぜて発酵させた肥料で、化学肥料とは異なって自然への負荷が小
さい。作り方教
室には多くの地域住民が参加した。

6
【農事組合法人　ファーム・おだ】
堆肥を用いた農業の推進

　米の収穫後に稲わらを梱包してなかやま牧場へ持ち込み、その代わりに堆肥をもらった。もらっ
た堆肥は、小田地区のそれぞれの田畑に配布し、地域を挙げてそれを肥料とした環境保全型農業
を推進した。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
  
 ①健全な水質の保全 
 
   水を汚さない取り組みの実践等により、健全な水質の保全を目指します。 
 
 ②適正な水循環の確保と水資源の有効活用 
 
   水源となる森林の保全や雨水利用等により、水循環の確保と水資源の有効活用を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （７） 健全な水質と水循環の確保 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

3
【吉川村づくり推進委員会】
竹炭を使った水質浄化

　地域にある手作りの炭窯を活用して、地域の小学生を対象に環境学習を行い、古河川に炭入れ
を行った。

4
【上戸野地区住民自治協議会　リコージャパン株式
会社】
ホタルの里づくり

　毎年地域の住民に加え、ボランティアで来ていただいているリコージャパン株式会社の皆さんの
協力をいただき、河川の草刈り、彼岸花の施肥、ホタルのエサになるカワニナ採りなどを行い、河
川やその周辺の環境整備に取り組んだ。

1
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
植栽イベント

※1-（4）No1再掲

2
【丸山ほたるの会一同】
神洗川の清掃

　黒瀬町丸山地区の住民と黒瀬中学校柔道部の部員達がボランティアで地域を流れる神洗川の
清掃を行った。

7
【木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会】
ホタルと出会う夜のお散歩

※1-（2）No16再掲

8
【木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会】
赤崎海岸海のクリーン作戦

　東広島にある唯一の海岸の赤崎海岸では、ビンや缶、ビニールなどの漂流物が集まる「一本松」
があり、その「一本松」付近一帯の赤崎海岸をクリーンにするために、海の清掃を行った。

5
【竹仁住民自治協議会】
AQUA　SOCIAL　FES!!　2015　in　竹仁地区

　竹仁地区内外の人たちが集まり、川探検や河川清掃を行った。

6
【小田地域センター】
小田川の水質調査

　地域住民が小田川の水質を調べて、ホタルの里づくりに取り組んでいる。小田地区を流れる小田
川に棲む生き物を調べて、川の水質の判定をした。この活動は十数年間続いていて、住民が地域
の水について考えるきっかけになっている。平成28年度の調査結果は4段階で2番目にいい評価
だった。

9
【寺西小学校】
ふるさと探検黒瀬川

※1-（2）No17再掲

10
【三永小学校】
環境調査隊　三永川を調べよう～水はきれいなのだ
ろうか？～

※1-（2）No18再掲

   
【取り組みの方向性（目標）】 

 ①水辺環境の保全と再生 

   川やため池、海などの水辺の自然環境を将来にわたって健全に保全するとともに、失われたり失われつつある水辺環境の再生を目指します。 

 ②水辺とのふれあいの創出 

   安全に水辺とふれあえる場づくり等により、市民の憩いの場や、豊かな水辺環境の保全を考える場となる水辺空間の創出を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （８） 水辺環境の保全とふれあいの創出 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【株式会社東広島タクシー】
ハイブリッドカーの導入

　営業車両として、環境に配慮したエコタクシー（ハイブリッドカー）を導入している。
　本社と安芸津の営業所に計１5台配備しており、全車に装備した安全運転管理システムのGセン
サーの急発進・急停車時のアラーム警告機能により、乗務員はつねにエコドライブをこころがけ
た。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①大気環境の保全 
 
   空気を汚さない取り組み等により、きれいな大気環境の保全を目指します。 
 
 ②静かな環境の保全 
 
   日常生活や事業活動から騒音を発生させない取り組み等により、静かな環境の保全を目指します。 

重点プロジェクト１ 里地里山・田園・里海の保全・活用プロジェクト  （９） きれいな空気や静かな環境等の保全  
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2
【生活協同組合ひろしま】
再資源化

　来店者向けに、飲用パック、卵パック（Ａ-ＰＥＴ）、発泡トレイ（ＰＳ）、透明トレイ（ＰＳ）、シッパー内
袋（ＰＥ）、ＰＥＴボトル、チラシ類の７品目の回収を実施した。
　また、店舗への買い物袋の持参率は89％を維持しており、これら資源の有効利用する事による
効果は、ＣＯ2の間接的削減量で計算（自社の計算）すると5,800㌧になった。

3
【えこぺーじ】
広島大学大学祭

　大学祭にて、ゴミ箱の設置と、ゴミの分別の呼びかけをし、割り箸を再生紙にリサイクルする活動
を行った。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【生活協同組合ひろしま】
再資源化

　店舗で発生する生ごみの内、野菜くずなどは堆肥化し、魚残渣は魚粉と油にリサイクル、また、
事務系紙類や梱包資材やプラスチック類もリサイクルし、事業系ごみ廃棄量427㌧の内、300㌧
（70％）を再資源化した。

6
【あすか住民自治協議会】
かかしづくり

　家庭にある古着などを利用して案山子を作成した。地域センターに家庭にある古着などを持ち寄
り、案山子を作成した。案山子は地域センターに展示していて、ほほえましい活気が生まれてい
る。

7
【広島県立河内高等学校】
ごみ減量作戦＠リバーサイドフェスティバル

　「リバーサイドフェスティバル」でごみの分別や、ごみ拾いをした。生徒会執行部の生徒が、リバー
サイドフェスティバルで出るごみの減量につながるよう、ごみの分別やごみ拾いのボランティア活
動を行った。

4
【エコINNくろせ】
エコキャップ・プルタブの回収運動

　エコキャップを回収し、途上国の子供たちのワクチン代にした。プルタブは、社会福祉協議会を通
じ障碍者支援に役立てた。
　回収量
　　①エコキャップ：37Ｋｇ（累計148）
　　②プルタブ：7.4Ｋｇ（累計21.9）

5
【広島大学総合科学研究科】
西条山水機構の活動への協力と調査

　西条・山と水の環境機構の活動の一環として、使用済み割り箸や剪定枝について試験的にペ
レットを製造した。

8
【造賀地域センター】
造賀クリーン大作戦

※1-（4）No2再掲

9
【久芳地域センター】
リサイクル市

　地域住民の方たちが、着なくなった子ども服や、使わなくなったかばんやおもちゃなどを持ち寄れ
るスペースを地域センター内に設け、リサイクル品として展示した。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 

 ①３Ｒを基本とした取り組みの推進 

   「ごみはできるだけ発生させない（発生抑制：リデュース）」、「いらないモノは他の人や他の用途で使ってもらう（再使用：リユース）」、「資源として使えるモノは使う（再資 

  源化：リサイクル）」の３Ｒを基本とした資源循環型の ライフスタイルや流通形態の定着を目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （１） 廃棄物の排出抑制と循環的利用の促進 
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10
【入野　篁の郷】
ごみの分別・リサイクル習慣

　地域を挙げた、ごみの分別やリサイクルを習慣化させる取り組み。
　各家庭でのごみの分別が徹底されるよう、チラシを作成・配布した。また、イベントで出たごみの
持ち帰りを働きかけ、リサイクル可能なものは入野会館のエコステーションで収集し、定期的に地
域を回る資源回収を行った。

11
【東広島市公衆衛生推進協議会　黒瀬支部】
ごみのダイエット作戦

　多くの住民が集まるイベントでは、ごみの排出抑制やリサイクルなどが徹底されていないため、
大量の廃棄物が発生し、環境に大きな負担をかけている。この現状を住民に認識してもらい、将来
的にごみの出ないお祭り（イベント）を目指すために、“ごみのダイエット作戦”の活動を行った。

14
【光和商事株式会社】
ミミズコンポスト

　生ごみを少しでも堆肥化してするための手段として環境に優しいミミズを使った生ごみコンポスト
容器を開発した。
　家庭から出た生ごみは、汚い・臭いと敬遠されがちだが、栄養分をたくさん含んだ食べ物なので
家庭菜園やガーデニング堆肥として利用することができる。

15
【えこぺーじ】
リユース市

　卒業時に不要になった家具を集め、新入生たちに安く提供している。春休み中に卒業生の不用
品の回収や、会場の準備などを行い、毎年４月初旬に東広島キャンパスにて開催している活動
で、会場には多くの新入生や在学生が訪れ、毎年、ほぼ完売している。なお、この活動は非営利で
行っていて、売上金は次年度の活動費に回している。

12
【農事組合法人　ファーム・おだ】
堆肥を用いた農業の推進

※1-（7）No6再掲

13
【入野光保育園】
生ごみ処理機の導入

　野菜などの残りを、生ごみ処理機を使って有機肥料化した。
　生ごみ処理機の導入で、生ごみを減らすことができ、生ごみ処理機でできた有機肥料を園内の
畑に撒いて、食物を育てた。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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2
【えこぺーじ】
ハロウィンプロジェクト

　ブールバールを横切る黒瀬川沿いのゴミ拾いをした。ハロウィンのコスプレで実施予定であった
が、コスプレはほぼできなかった。

3
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
サンタプロジェクト

　広島大学のサークル「えこ・ぺーじ」主催のサンタプロジェクトに協力し、半尾川沿いのゴミ拾いを
実施した。
　参加者：約50名

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【賀茂地方森林組合】
事務所周辺の清掃作業

　予定通り、事業所周辺の草刈りを3回実施した。

6
【エコページ】
サンタプロジェクト

　東広島市役所から東西南北４方向に分かれ、サンタの格好で清掃を行った。平成28年度は、
様々な人々が参加してブールバールだけでなく半尾川沿いの清掃も行った。半尾川再生まちづくり
倶楽部の皆さんとも協力できた。
　参加者：約50名参加

7
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
ひとむすびの場への出展

　3月に開催された「ひとむすびの場」にエコネットひがしひろしまの一員として出展し、参加者と共
にゴミ拾いを行った。
　参加者：約10名

4
【エコINNくろせ】
第10回保光川ハウマッチ

　広島大学の自然体験サークル「学びの里」の皆さんが「水の汚染」の話と「浄化キット作り」を行
い、保光川までのゴミ拾いを行った。
　参加者：子供18名+大人35名

5
【福富物産しゃくなげ館】
景観環境対策・浄化槽排水の水質対策

※1-（6）No1再掲

10
【丸山ほたるの会一同】
神洗川の清掃

　黒瀬町丸山地区の住民と黒瀬中学校柔道部の部員達がボランティアで地域を流れる神洗川の
清掃を行った。

11
【造賀地域センター】
造賀クリーン大作戦

※1-（4）No2再掲

8
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
アカデミッククリーン作戦

　4月に開催された「ひとむすびの場」にエコネットひがしひろしまの一員として出展し、参加者と共
にゴミ拾いを行った。
　参加者：約10名

9
【木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会】
赤崎海岸海のクリーン作戦

※1-（8）No8再掲

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 

 ①環境美化活動の促進による不法投棄の防止 

   自分たちの暮らすまちを清潔に保つため、多くの市民が環境美化活動に参加することで、ごみのポイ捨てや不法投棄をしにくい、清潔な環境づくりを目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （2） 不法投棄防止対策の推進 
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14
【広島県立河内高等学校】
ごみ減量作戦＠リバーサイドフェスティバル

※2-（1）No7再掲

15
【安芸津漁業協同組合・早田原漁業協同組合】
海域・海岸清掃活動

　各漁業協同組合では三津湾やその海岸線で、毎年、夏から秋にかけて海の清掃活動を行った。

12

【御薗宇小学校区住民自治協議会・エディオン東広
島本店・ニトリ東広島店・フジグラン東広島・ユーホー
東広島店】
地域清掃活動

　地域住民と事業者が一体となって、年に４回、地域の清掃活動を行った。
　近隣の中学校等の生徒も参加してくれており、1年間で1000人を超える人の手で清掃活動をし
た。

13
【広島県立広島中学校・広島高等学校】
地域清掃活動

　地域清掃活動として毎年３回，通学路を中心とした，高屋町内の清掃活動を行った。
　※参加者　中学生　全員、高校１・２年生　全員、担当学年教職員

16
【小泉おそうじ隊（小泉新聞舗）】
地域清掃活動

　毎年、春のお花見時期前の３月と、酒祭りが開催される１０月に清掃活動を行った。１２０人を超
える方々と取り組んだ。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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1
【エコINNくろせ】
籾殻燻炭作り

　７台のドラム缶式燻炭機を利用し、土壌改良とCO2蓄積に役立つ燻炭作りを展開した。
　クン炭作成量：3,876Ｋｇ（累計18,420）、累計ＣＯ2蓄積量：22,472Ｋｇ

2
【道の駅　湖畔の里福富】
地産地消の取り組みなど

　環境への負荷を減らす地産地消の取り組みを、食だけでなく、糸つむぎ体験という衣服の分野で
も行った。
　1　福富産の綿花を使った『糸つむぎ体験』共催
　2　西農ポークZを使った『ソーセージ作り体験』共催
　3　自然素材を使った『竹馬・竹ぽっくり作り体験』主催

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

5
【エコINNくろせ】
みどりのカーテン作り

　緑のカーテンの意義の説明と、苗植えと水やりの仕方を教えた。
　参加者：小学4,5,6年生34名と先生5名、及び推進員7名で実施した。

6
【上黒瀬小学校区住民自治協議会】
「見上げてごらん夜の星を♪」観望会開催

　上黒瀬の地域住民と広島大学天文学研究会の学生が協働で行っている観望会は、６回目を迎
えた。上黒瀬小学校校庭で行った今年の観望会は、天候に恵まれ、たくさんの星を見ることができ
た。
　周囲の光が届きにくい場所にある上黒瀬小学校でいつまでも美しい星空が見られるために、「き
れいな空気」を守っていくよう呼びかけた。

3
【エコINNくろせ】
第10回自転車キャラバン隊行動ディー

　３コースに分かれ、自転車に幟、肩にタスキをかけ「近場へは自転車で」と呼びかけながらサイク
リング。その後、地産食材で炊き込みご飯と、芋煮を食べながら懇談した。
　参加者：自転車に乗る人13名+料理を作る人7名+事務担当2名

4
【エコINNくろせ】
竹炭作り

　北原ファームにて放置竹藪の整備と竹炭作りでCO2蓄積。竹炭を使った工作（竹炭アート）を実
施した。
　（１）竹炭作成量：53Ｋｇ（累計548）
　（２）累計ＣＯ2蓄積：1,808Ｋｇ

7
【株式会社東広島タクシー】
ハイブリッドカーの導入

※1-（9）No1再掲

 
 

【取り組みの方向性（目標）】 

 ①地球温暖化防止、低炭素社会構築のための仕組みづくり 

   地球にやさしいライフスタイルへの転換など、市民一人ひとりの知恵と工夫により、地球温暖化の防止や低炭素社会を実現していくための効果的な仕組みづくりを目 

  指します。 

 ②二酸化炭素吸収源対策の推進 

   適切な森林の育成・管理等により、温室効果ガスの大部分を占めている二酸化炭素の吸収源となる、森林の環境機能の保全を目指します。 

 ③地産地消の促進 

   地場農産物の販売促進や学校給食、飲食店での利用拡大等により、フードマイレージの削減にもつながる地産地消の促進を目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （3） 温室効果ガスの抑制に向けた総合的な取り組みの推進 
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9
【農事組合法人ファーム・おだ】
こだわり米「清流の小田米」を活用した米粉パンの商
品開発と販売

　六次産業化によって、特別栽培したこだわり米「清流の小田米」を生産、加工、販売まで行った。
特別栽培したこだわり米「清流の小田米」を加工した米粉と、自家産豆類、野菜、果実を使用して
米粉パンを製造し、それを自社販売所（パン＆米夢）・産直市・量販店・広島エアポートホテル等で
販売した。
　また、近隣の畜産農家と連携し、年間1,500ｔの牛糞堆肥を使用する環境にやさしい農業を展開し
ている。

10
【農事組合法人　ファーム・おだ】
堆肥を用いた農業の推進

※1-（7）No6再掲

8
【有限会社トムミルクファーム】
自社の生乳を使用した加工品の商品開発

　生産から加工・販売までを一体的に取り組む六次産業化を進めることにより、環境負荷の低い産
業活動を行った。直売所などでこれらの商品の販売を行い、お客様に喜んでもらいながら、地産地
消に貢献している。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

13
【寺西地域住民自治協議会】
緑のカーテン講習会の開催

　ＪＡの職員の方々に講習をしていただき、身近な暑さ対策にも役立つ緑のカーテンの講習会を開
催した。以前は３０人ほどの参加者も、４０人ほどに増えた。

14
【マイクロンメモリ ジャパン株式会社】
コージェネレーションシステム（CGS）の導入

　コージェネレーションシステムの導入でエネルギー効率を高めている。
　省エネや二酸化炭素の排出量削減を目的として、自社に設置している発電機からの排熱を冷凍
機などに有効利用するCGSを稼働させた。

11
【西条農業高等学校畜産科】
西農ポークで地産地消

　「西農ポーク」は、市内の小中学校の学校給食に提供されたり、文化祭や地域のイベントで販売
されたりしていて、地産地消にもつながった。
　今以上においしい豚肉を作り、西農ポークの飼育を地域に広げ、東広島のブランドに育てたいと
考えている。

12
【高美が丘小学校区まちづくり推進協議会】
まちづくり協働農園

※1-（2）No14再掲

15
【竹仁住民自治協議会】
グリーンカーテン講習会

　平成28年5月に市の環境対策課から紹介のあった、環境リーダーの川尻伸宏先生を講師にお招
きし、緑のカーテンづくりのご指導をいただいた。
　植え付け方法、土に作り方、ネットの張り方など、丁寧にご指導いただき、日ごろ土に親しむ機会
の多い竹仁の住民だが、熱心に聞き入ってとても勉強になったと評判であった。
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1
【竹仁住民自治協議会】
簡易水力発電装置の設置

　平成２７年度に竹仁小学校の玄関前～中庭を流れる水路に「エコピカ」という、簡易水力発電装
置を取り付けた。竹仁小学校の全校児童に発電の仕組みを説明する学習会も開催した。

2
【マイクロンメモリ ジャパン株式会社】
コージェネレーションシステム（CGS）の導入

※2-（3）No14再掲

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

  
【取り組みの方向性（目標）】 

 ①新エネルギーの導入の推進 

   東広島市に適した新エネルギーの導入やエネルギーの地産地消を推進し、低炭素社会の実現を目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （4） 新エネルギーの導入 
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2
【生活協同組合ひろしま】
省エネ

　事業活動で排出するＣＯ2を毎年１％削減する目標を持ち、冷凍・冷蔵設備や照明、車両等を計
画的に省エネ性能の良い機器・設備に更新し、日常的な電気使用の管理は、「見える化」によっ
て、デマンドコントロールを行った。

3
【エコINNくろせ】
第10回エコクッキング

　地球温暖化、省エネの出前講座を実施。水・ガスを省エネしたクッキング方法（ゆでじゃが・地産
小麦のパンケーキつくり体験）の講習を行った。
　参加者：下黒瀬小学校1年生61名と、先生3名＋ＰＴＡ5名＋推進員13名が参加して実施した。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【生活協同組合ひろしま】
省エネ

　組合員活動としては、家庭の省エネ活動を広げるために、7月から1月までの「省エネ対策トライ
アル」を行い、118世帯の組合員さんから省エネ実践の数値を集約した。また、省エネ相談員の
フォローアップセミナーや環境専門委員を対象とした環境学習会を開催した。

6
【竹仁住民自治協議会】
省エネミニ学習会

　竹仁小学校の児童や先生、地域住民の方が参加する省エネミニ学習会を開催した。

7
【入野小学校】
「グリーンエコ入野」活動

　全校児童が一体となって省エネやリサイクルなどに取り組んだ。省エネナビを活用した節電や、
アルミ缶や紙パックの回収によるリサイクル、環境保護を呼びかけるチラシやポスター作りなど、全
校児童が様々な活動に取り組んだ。また、各学年でテーマをもって、大切な環境を守っていくには
何ができるかを考えた。

4
【小谷小学校区市民協働まちづくり協議会】
ゆーすふるサンデー活動（省エネ体験・省エネ見学）

　ゆーすふるサンデー活動の一環として、子どもたちに省エネに関する体験や見学する場を提供し
た。
　平成27年度は省エネの講義を受講してLEDのスタンド作りに挑戦し、平成28年度はLED竹灯作り
体験や、福山市にある太陽光発電所やリサイクルプラザの見学を行った。

5
【竹仁住民自治協議会】
ワットモニタータップの貸出し

　使用中の電化製品の①消費電力②積算電気料金③積算電力量などが一目でわかる「ワットモ
ニタータップ」を各家庭に貸出し、省エネに取り組んだ。

  
 
【取り組みの方向性（目標）】 
  
①省エネルギー活動の推進 
 
   市民一人ひとりがライフスタイルを見直し、日常生活や事業活動における省エネルギー活動を推進することにより、低炭素型社会の実現を目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （5） 省エネルギーの推進 
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8
【株式会社神戸製鋼所　西条工場】
ボイラーの運転効率化によるエネルギー使用量の低
減

　生産工程に欠かせない設備であるボイラー設備に着目し、次のような省エネルギー活動を進め
た。

　①ボイラーの無駄な燃焼をなくすため、モーターバルブの動作回路を変更し、止めているライン
　　へ蒸気が流れないようにした。
　
　②ボイラーへの供給水や蒸気の温度低下防止のため、給水タンクや蒸気配管の露出箇所への
　　保温材の取り付けを末端まで実施した。また、取り付け方法の作業マニュアルを作成し、誰で
　　も同じ様に取り付けできるよう教育した。

9
【地球温暖化対策地域協議会ひがしひろしま環境家
族】
ロケットストーブを作って＆遊ぶイベント！

　再生可能エネルギーの小枝や廃材を使って、煮炊きできるストーブをみんなで作った。安定した
燃焼と高い暖房効果、スムーズな排気が可能なロケットストーブの作り方や仕組みを楽しみなが
ら、里山の再生と省エネについて考えるイベントを実施した。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【生活協同組合ひろしま】
環境キャンペーン

　「コープ洗剤環境寄付キャンペーン」として、対象商品１個につき１円を県内の環境活動団体（脱
温暖化センターひろしま）に寄付する取り組みを毎年行っており、Ｈ28年度は12.4万円を寄付した。

4
【株式会社東広島タクシー】
ハイブリッドカーの導入

※1-（9）No1再掲

5
【有限会社トムミルクファーム】
自社の生乳を使用した加工品の商品開発

※2-（3）No7再掲

2
【株式会社神戸製鋼所　西条工場】
ボイラーの運転効率化によるエネルギー使用量の低
減

※2-（5）No8再掲

3
【マイクロンメモリ ジャパン株式会社】
コージェネレーションシステム（CGS）の導入

※2-（4）No2再掲

8
【農事組合法人ファーム・おだ】
こだわり米「清流の小田米」を活用した米粉パンの商
品開発と販売

※2-（3）No9再掲

6
【光和商事株式会社】
ミミズコンポスト

※2-（1）No14再掲

7
【株式会社サンヨーコーポレーション】
エコマークの認定

　自社製品の「SCシルキーコットン」がエコマークの認定を受けた。
　エコマークとは、(公財)日本環境協会から、環境への負荷が少なく環境保全に役立つと認められ
た商品につけられる環境ラベル。

 

【取り組みの方向性（目標）】 

 ①環境ビジネスや環境に配慮した産業活動の展開 

   環境ビジネスの起業や環境配慮型の産業活動を展開し、環境負荷の低減や低炭素社会の形成を目指します。 

 ②東広島産環境ビジネスの創出   

   大学や試験研究機関、先端技術企業等、様々な産業が集積する「国際学術研究都市」としての強みを活かして、独創的・先進的な「東広島産環境ビジネス」の 

  創出を目指します。 

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （6） 低炭素社会形成に寄与する事業の促進・支援 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

3
【学生まちおこし団体ふくふく】
福富町まちおこし

　学生まちおこし団体ふくふくは、市の職員の方から、「福富町のアイガモ農法の農家の方が『久芳
小学校でのアイガモ農法の米作り』の人手が足りないので、手伝ってくれる学生を探している」との
話をいただいたことがきっかけで平成２７年３月に立ち上げた団体で、久芳小学校の総合学習や
「アクアフェスタ」などに携わり福富町のまちおこしに参加している。

4
【you 愛 sun こうち・町おこし団体　あちこち（広島大
学）】
竹林寺山道整備

※1-（2）No23再掲

1
【えこぺーじ】
環境の日

　広島県庁前にて広島修道大学等の他大学とともに県主催イベントに参加した。環境紙芝居、牛
乳パックを使ったぶんぶんゴマ作り、環境展示、食品販売などを行った。

2
【ひがしひろしま環境フェア実行委員会】
ひがしひろしま環境フェア2016開催

　広く環境の保全等について関心と理解を深める機会として、東広島市環境先進都市ビジョンの４
つの基本目標を軸とし、スマートハウス、環境技術、ごみの減量化やリサイクル、自然と調和した
生活スタイルなどに関わる展示（体験の場の提供）を行うことによって環境に対する興味を持って
いただいた。

　主催：ひがしひろしま環境フェア実行委員会（１４企業・団体）
　協賛：２３企業・団体
　出展：３７企業・団体
　来場者数　4,200人

5

【you 愛 sun こうち ・広島大学　学生ボランティア団
体　OPERATION　つながり】
国際ボランティアCIEE　（国際教育交換協議会）との
交流

※1-（2）No24再掲

6
【太田川流域振興交流会】
太田川流域の振興と交流と推進

※1-（2）No29再掲

  
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①市内における連携・協働 
 
   市内各地での個別の取り組みを、地域や業種の枠組みを越えた連携・協働した取り組みに拡充し、より効果的な取り組みの展開を目指します。 
 
 ②広島県や近隣自治体等との連携・協働 
 
   広島県や隣接市町と連携・協働した取り組みにより、共有する環境の保全や環境に関する共通の課題の解決を目指します。 
 
 ③国際的な連携・協働 
 
   産学官民が連携した積極的な国際協力の取り組みにより、地球温暖化の防止などの地球環境問題の解決に寄与することを目指します。   

重点プロジェクト２ 資源循環・エネルギー有効利用プロジェクト  （7） 地域を越えた連携と国際的な協力の推進 
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No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【生活協同組合ひろしま】
省エネ

　組合員活動としては、家庭の省エネ活動を広げるために、7月から1月までの「省エネ対策トライ
アル」を行い、118世帯の組合員さんから省エネ実践の数値を集約した。また、省エネ相談員の
フォローアップセミナーや環境専門委員を対象とした環境学習会を開催した。

4
【エコネット会員（個人）】
西条小学校4年生総合学習

　西条小学校4年生約220名を対象に、総合学習の時間に水についての授業と実験を行った。

5
【エコネット会員（個人）】
第15回水のグランドワーク

　西条・山と水の環境機構の水部門担当として講座をコーディネートした。
　参加者：西条農業高校の生徒、みどりの少年団、広島大学生等132名

2
【エコネット会員（個人）】
三ツ城小学校5年生総合学習

　三ツ城小学校5年生約220名を対象に、総合学習の時間に水についての授業と実験を行った。

3
【エコネット会員（個人）】
寺西小学校4年生総合学習

　寺西小学校4年生約240名を対象に、総合学習の時間に水についての授業と実験を行った。

6
【西条・山と水の環境機構】
水のグランドワーク

　西条の水についての講習、源流探訪＆きき水、水質浄化実験用木炭の入替え、水生生物調査
を行った。

　（1）　参加人数132人
　（2）　みどりの少年団については、ウォークラリー形式で屋外プログラムに参加する方式に変更。

7
【西条・山と水の環境機構】
ひろしま森づくり安全学校　東広島市・憩いの森教室
共催

　2人が参加し、次のことを実施した。

　①座学：安全な作業活動について
　②実技：指さし確認、受け口づくり、追い口切り、クサビ・ロープの使用、伐倒、材の安全確認、
　　枝払い、玉切り

8
【エコINNくろせ】
エコINNくろせ10周年記念講演会

　講師に気象予報士の「勝丸恭子」さんを呼び、地球温暖化の現状と将来予想について、黒瀬生
涯学習センターで講演をしていただいた。参加者が218名あり、立見が出るほど大盛況となった。

9
【エコINNくろせ】
第10回保光川ハウマッチ

※2-（2）No4再掲

【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①あらゆる世代の環境教育・環境学習の推進 
 
   学校や家庭、事業所、地域における環境教育・環境学習を推進し、環境に配慮したライフスタイルや事業活動があたりまえのこととして実践される 
   
  社会の形成を目指します。 
 
 ②環境教育・環境学習に関わる人材の育成 
 
   環境教育・環境学習を支え、地域の環境保全活動のリーダーとなる人材の育成を目指します。 

重点プロジェクト３ 意識向上・人材育成プロジェクト  （1） 学校・家庭・地域などでの環境教育・環境学習の推進 
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10
【エコINNくろせ】
みどりのカーテン作り

※2-（3）No5再掲

11
【寺西小学校】
ふるさと探検黒瀬川

※1-（2）No17再掲

14
【豊栄小学校】
国の特定天然記念物オオサンショウウオを通じた環
境教育の推進

※1-（3）No3再掲

15
【竹仁住民自治協議会】
省エネミニ学習会

※2-（5）No6再掲

12
【東西条小学校】
環境問題について考えよう！

　ごみ処理問題や地球温暖化，ナチュラルエコライフについて，ごみ処理場を見学したり，市役所
の先生からお話を聞いて学んだりした。

13
【三永小学校】
環境調査隊　三永川を調べよう～水はきれいなのだ
ろうか？～

※1-（2）No18再掲

18
【東広島市公衆衛生推進協議会　黒瀬支部】
夏の水辺教室

　黒瀬町内の小学3年生以上の児童を対象に、水辺教室を開催した。

19
【東広島市公衆衛生推進協議会　黒瀬支部】
冬の水辺教室

　将来を担う児童及びそれらを育む大人たちに、黒瀬町の中心を流れる黒瀬川を基に親水意欲の
高揚及び環境保全の更なる意識向上を促すことを目的に、黒瀬水質管理センターで生活汚水をき
れいにして黒瀬川に放流する施設を見学して水の循環について学んでもらった。

16
【竹仁住民自治協議会】
簡易水力発電装置の設置

※2-（4）No1再掲

17
【黒瀬川e-co隊】
野草観察会

　黒瀬川沿いのヘクドー橋～六日市橋に生息する春の野鳥・野草の観察会を開催した。私たちの
活動に参加いただいた多くの方にまずは川に親しんでもらい、身近なところに豊かな自然が残って
いることを知ってもらいたいと思っている。

20
【you 愛 sun こうち】
水辺教室

　子どもたちに椋梨川の水質や生き物について学んでもらった。河内小学校全児童を対象として、
地域を流れる椋梨川の流速や透明度を調べたり、そこに住む水生生物を調べたりした。椋梨川に
は、サワガニやヘビトンボなどのきれいな水に住む生き物が多くいることを学んでもらった。

21
【造賀地区公衆衛生推進協議会】
親子水辺学習

　造賀小学校の児童を対象に、造賀川に棲む生物調査を行った。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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※2-（3）No13再掲

22
【地球温暖化対策地域協議会ひがしひろしま環境家
族】
ロケットストーブを作って＆遊ぶイベント！

※2-（5）No9再掲

23
【すいすい倶楽部】
沼田川体験

※1-（2）No27再掲

27
【ひがしひろしま環境フェア実行委員会】
ひがしひろしま環境フェア2016開催

※2-（7）No2再掲

28
【吉川村づくり推進委員会】
竹炭を使った水質浄化

※1-（8）No3再掲

24
【寺西地域住民自治協議会】
緑のカーテン講習会の開催

25
【竹仁住民自治協議会】
グリーンカーテン講習会

※2-（3）No15再掲

26
【入野小学校】
「グリーンエコ入野」活動

※2-（5）No7再掲

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績
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2
【エコネット会員（個人）】
古民家再生プロジェクト

　11月13日（日）志和掘りのホタル荘にて、茅葺き古民家再生シンポジウムを実施し、パネラーとし
て活動発表した。
　参加者：約30人

3
【広島大学総合科学研究科】
日本環境学会　第42回（2016年）研究発表会で発表

　「地域におけるエネルギー自立の課題と可能性－東広島市を例にして－」の題目で講演を行っ
た。聴講者数は約30名であった。

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【エコネット会員（個人）】
ひがしひろしま環境スタイル×市民協働のまちづくり
講演会

　「半尾川再生まちづくり倶楽部～住民始動のまちづくり～」について発表した。
　参加者：約100名

6
【小谷小学校区市民協働まちづくり協議会】
住民自治協議会ホームページ

　協議会独自のホームページを立ち上げ、地域のイベント案内や環境部会をはじめ、様々な部会
の活動情報などを発信している。

7
【各住民自治協議会・環境活動団体】
市民活動情報サイトの活用

　東広島市が管理・運営する市民活動情報サイトに登録し、「環境」に関するイベント情報の掲載
や活動報告を行っている。

4
【広島大学総合科学研究科】
地域エネルギーを考える交流会

　市民、大学関係者向けに、地域でのエネルギー自立を考えるシンポジウムと交流会を行った。
　交流会は毎月実施したが、参加者は数名と交流の効果は十分といえなかった。

5
【半尾川再生まちづくり倶楽部】
日本ヒートアイランド学会第11回大会　エクスカーショ
ン

　日本ヒートアイランド学会第11回大会　エクスカーション参加者に、半尾川を案内した。また、翌
日の公開セッションで、本取り組みを紹介した。
　参加者：約30名

8
【一般社団法人東広島青年会議所】
東広島の景観パンフレット作成

※1-（6）No10再掲

9
【エコネットひがしひろしま】
ホームページ等による活動情報の発信

　ホームページやメーリングリストを活用して活動情報を発信した。
　エコネットひがしひろしまホームページでは、会員の活動状況などをご覧いただける。また、会員
同士のネットワーク機能強化のため、メーリングリストを通じてイベント情報等を共有している。

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①環境情報の収集・共有 
 
   東広島市の環境に関する情報はもとより、国内外の環境情報など、環境保全活動等の参考となる各種環境情報を収集し、子供から大人まで誰もが情報を共有できる 
 
  ような社会を目指します。 
 
 ②環境情報の発信・交流 
 
   一方通行の情報提供ではなく、互いに情報を発信し、自由にやりとりができる、双方向型の環境情報社会を目指します。 

重点プロジェクト３ 意識向上・人材育成プロジェクト  （2） 利用しやすい環境情報の整備と発信 
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2
【賀茂地方森林組合】
森林整備活動

※1-（1）No3再掲

3
【アクアフェスタin福富実行委員会】
第17回アクアフェスタin福富

　第17回アクアフェスタin福富を開催し、環境に関するイベント加えたプログラムに取り組んだ。
　来場者数18,000人

No. 実施者等 平成28年度の取り組み実績

1
【エコネット会員（個人）】
第15回　ひろしま「山の日」県民の集いinひがしひろし
ま

　西条・山と水の環境機構の運営委員として事務局事務・司会・指導を行った。
　一般：参加者約200名

8
【すいすい倶楽部】
沼田川体験

※1-（2）No27再掲

9
【ひがしひろしま環境フェア実行委員会】
ひがしひろしま環境フェア2016開催

※2-（7）No2再掲

6
【黒瀬川e-co隊】
野草観察会

※3-（1）No17再掲

7
【地球温暖化対策地域協議会ひがしひろしま環境家
族】
ロケットストーブを作って＆遊ぶイベント！

※2-（5）No9再掲

4
【エコINNくろせ】
みどりのカーテン作り

※2-（3）No5再掲

5
【東広島の野鳥と自然に親しむ会】
野鳥観察会・自然観察会

※1-（2）No19再掲

 
 
【取り組みの方向性（目標）】 
 
 ①環境保全活動への参加促進の仕組みづくり 
 
   気軽に楽しく、継続的に環境保全活動に参加できるような仕組みやプログラムの充実を目指し ます。 
 
 ②環境保全活動への支援 
 
   環境保全活動の立ち上げや、既存の活動への支援の充実を目指します。 

重点プロジェクト３ 意識向上・人材育成プロジェクト  （3） 環境保全活動への参加促進と取り組みの支援 
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