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～トピック～ 

（掲載は 8～9 ページ） 
環境活動名 活動している人たち 

(1)コカ・コーラ環境教育賞 優秀賞受賞！ 西条農業高等学校畜産科 

(2)第 8 回 

「広島セブンの森」づくり活動 

吉川地区地元住民・ 賀茂地方森林組合・

(株)セブン‐イレブン･ジャパン(セブン‐イ

レブン加盟店)・シャープ(株) 

 

 

 

 

１ 地域の活動編 

（掲載は 10～36 ページ） 
地区 環境活動名 活動している人たち 

西

条 

(1)講習会の開催 寺西地域住民自治協議会 

(2)地域清掃活動 

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 

(3)御薗宇新町公園のシバザクラ 御薗宇小学校区住民自治協議会 

(4)大迫山の遊歩道整備 板城小学校区住民自治協議会 

(5)光の宴 三ツ城自治協議会 

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

(7)大沢田池周辺環境整備 平岩住民自治協議会 

八本松 (8)竹炭を使った水質浄化 吉川村づくり推進委員会 

志

和 

(9)米山城跡・椛坂城跡の整備 東志和小学校区住民自治協議会 

(10)志和堀の「宝」再発見 志和堀小学校区住民自治協議会 

   

第１章 東広島市の環境活動事例紹介 

住民自治協議会や地域センター

の活動事例だポン！ 

東広島市で行われている環境活動の事例を紹介するポン。 

環境活動のリストを下の表にまとめているので、おもしろそうな活動があ

ったら、それぞれの活動が掲載されているページを見てほしいポン！ 

掲載している活動の一覧 
ここでは特に目立った活動を

紹介しているポン！ 
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高

屋 

(11)造賀クリーン大作戦 造賀地域センター 

(12)住民自治協議会ホームページ 小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 

(13)ゆーすふるサンデー活動 

（省エネ体験・省エネ見学） 
小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 

(14)親子さつま芋掘り体験 高美が丘小学校区住民自治協議会 

(15)まちづくり協働農園 高美が丘小学校区まちづくり推進協議会 

(16)たかや花フェスタ 高美が丘小学校区住民自治協議会 

(17)頭崎山交流登山 
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 

黒

瀬 

(18)「見上げてごらん夜の星を♪」 

観望会開催 
上黒瀬小学校区住民自治協議会 

福

富 

(19)リサイクル市 久芳地域センター 

(20)彼岸花の里づくり 上戸野地区住民自治協議会 

(21)ホタルの里づくり 
上戸野地区住民自治協議会・ 

リコージャパン株式会社 

(22)簡易水力発電装置の設置 竹仁住民自治協議会 

(23)省エネミニ学習会 竹仁住民自治協議会 

(24)AQUA SOCIAL FES!! 2015 

in 竹仁地区 
竹仁住民自治協議会 

(25)ワットモニタータップの貸出し 竹仁住民自治協議会 

(26)グリーンカーテン講習会 竹仁住民自治協議会 

豊

栄 

(27)豊栄町民俗資料展示室 豊栄町内の各自治組織・東広島市教育委員会 

(28)きよにし産楢炭を有効活用 清西ふれあいの窯 

(29)サルビア苗の移植・配布 能良振興協議会（能良住民） 

(30)板鍋林道整備 能良振興協議会（能良住民） 

(31)かかしづくり あすか住民自治協議会 

(32)ふるさとの村（里山）づくり 清武住民自治協議会 

河

内 

(33)ごみの分別・リサイクル習慣 入野 篁の郷 

(34)ムカデ芝の整備 入野 篁の郷 

(35)花いっぱい運動 入野 篁の郷 

(36)希少植物の保全活動 宇山地域農地環境保全管理組合 山野草クラブ 

(37)野の花を後世に 自治組織ふれあいの里戸野 

(38)親子ふれあい川遊び 自治組織ふれあいの里戸野 

(39)小田川の水質調査 小田地域センター 

(40)水辺教室 you 愛 sun こうち 

(41)竹林寺山道整備 
you 愛 sun こうち・ 

町おこし団体 あちこち（広島大学） 

(42)国際ボランティア CIEE 

（国際教育交換協議会）との交流 

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 
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河

内 

(43)沼田川流域周辺の美観づくり 草が城の里・河戸自治協議会 

(44)マイロード活動 草が城の里・河戸自治協議会 

安

芸

津 

(45)干拓堤防松並木の整備作業 風早自治協議会・風早公衆衛生推進協議会 

(46)赤崎海岸海のクリーン作戦 木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会 

(47)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 
木谷はっけん野あそび会（木谷自治協議会） 

(48)ホタルと出会う夜のお散歩 木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会 

(49)市民活動情報サイトの活用 各住民自治協議会・環境活動団体 

 

 

 

 

２ 学校の活動編 

（掲載は 37～42 ページ） 
環境活動名 活動している人たち 

(1)ふるさと探検黒瀬川 寺西小学校 

(2)環境問題について考えよう！ 東西条小学校 

(3)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 

(4)「磯松 花咲かせ隊」活動 磯松中学校 

(5)サルビア街道 志和堀小学校 

(6)東志和小学校みどりの少年団 東志和小学校 

(7)地域清掃活動 広島県立広島中学校・広島高等学校 

(8)校内外の緑化活動 高美が丘中学校 

(9)国の特別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 
豊栄小学校 

(10)河内小学校花いっぱい運動 

～コメリ緑基金～ 

河内小学校・コメリ広島河内店・ 

you 愛 sun こうち 

(11)「グリーンエコ入野」活動 入野小学校 

(12)ごみ減量作戦＠リバーサイドフェスティバル 広島県立河内高等学校 

  

小中高校の活動事例だポン！ 
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３ 市民団体の活動編 

（掲載は 43～59 ページ） 
環境活動名 活動している人たち 

(1)半尾川再生プロジェクト 半尾川再生まちづくり倶楽部 

(2)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・郷田小学校 

(3)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） 
千足池水利組合 

(4)花いっぱい運動 西条市街地地区社会福祉協議会 

(5)リユース市 えこぺーじ 

(6)小泉おそうじ隊 小泉おそうじ隊（小泉新聞舗） 

(7)野草観察会 黒瀬川 e-co隊 

(8)ロケットストーブを作って＆遊ぶ 

イベント！ 

地球温暖化対策地域協議会 

ひがしひろしま環境家族 

(9)野鳥観察会・自然観察会 東広島の野鳥と自然に親しむ会 

(10)黒瀬川沿いの維持管理 米満に桜を植える会 

(11)吉川みんなの森 里山整備 東広島市吉川財産区・地域ボランティア 

(12)フラワーロードの整備 
中組地区社会福祉協議会 

（中組平成会・なでしこ会） 

(13)長寿の森里山整備 吉川長寿会・吉川小学校 

(14)山の保存再生 NPO 法人志和堀 DNA.NET 

(15)親子水辺学習 造賀地区 公衆衛生推進協議会 

(16)高屋堀団地のフラワーロード 高屋堀団地・花壇作り同好会 

(17)神洗川の清掃 丸山ほたるの会一同 

(18)ごみのダイエット作戦 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

(19)夏の水辺教室 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

(20)冬の水辺教室 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

(21)福富町まちおこし 学生まちおこし団体ふくふく 

(22)沼田川体験 すいすい倶楽部 

(23)つつじの里づくり 後谷つつじの里づくりの会 

(24)ぼかし肥料づくり教室 乃美地区 公衆衛生推進協議会 

(25)椋梨川河川敷の石拾い 
町おこし団体 あちこち（広島大学）・ 

you 愛 sun こうち 

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

(27)ホームページ等による活動情報の発信 エコネットひがしひろしま 

(28)ひがしひろしま環境フェア 2016 開催 
ひがしひろしま環境フェア実行委員会・ 

市 環境対策課 

  

市民団体の活動事例だポン！ 
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４ 事業者の活動編 

（掲載は 60～66 ページ） 

環境活動名 活動している人たち 

(1)ハイブリッドカーの導入 株式会社東広島タクシー 

(2)東広島の景観パンフレット作成 一般社団法人東広島青年会議所 

(3)ボイラーの運転効率化によるエネルギー

使用量の低減 
株式会社神戸製鋼所 西条工場 

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

(5)景観環境対策 福富物産しゃくなげ館 

(6)エコマークの認定 株式会社サンヨーコーポレーション 

(7)自社の生乳を使用した加工品の商品開発 有限会社トムミルクファーム 

(8)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 
農事組合法人ファーム・おだ 

(9)堆肥を用いた農業の推進 農事組合法人ファーム・おだ 

(10)生ごみ処理機の導入 入野光保育園 

(11)海域・海岸清掃活動 安芸津漁業協同組合・早田原漁業協同組合 

(12)ひろしまの森づくり事業 大多田生産森林組合 

(13)みみずコンポスト 光和商事株式会社 

 

  

事業者の活動事例だポン！ 

 

このマークが付いている団体は、「エコネットひがしひろしま会員」です。 

会員募集中！！エコネットひがしひろしま 

○エコネットひがしひろしまとは 

市民・事業者・団体と市が連携・協力して、環境問題の改善に 

向けた実践・啓発活動に取り組み、持続可能な社会の実現をめざ 

したまちづくりを推進することを目的として設立されました。 

○主な活動内容 

交流会の開催、環境啓発イベント、各種イベントへの出展など、地球温暖化対策にとど

まらず幅広い活動を行っています。 

また、会員を随時募集しています！ 

 

活動内容などについてもっと詳しく知りたい方は、 エコネットひがしひろしま  で

検索してホームページをご覧ください。 

まきおくん  さきちゃん 
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西条農業高等学校畜産科 

コカ・コーラ環境教育賞 優秀賞受賞！ 

トピック！！ 

コカ・コーラ環境教育賞とは？ 

公益財団法人コカ･コーラ教育・環境財団が、環境教育に関する顕著な活動への顕彰及

び環境保全・環境啓発に寄与する新しい企画への支援を行うものです。地域に貢献するボ

ランティア活動の助成・支援を通じた環境教育・環境保全活動の促進を目的として実施さ

れていて、文部科学省と環境省が後援しています。 

 放牧で耕作放棄地再生へ！ 

酒蔵で廃棄される「酒かす」入りのエサで育

てる豚「西農ポーク」を、地域の養豚経験者の

方へ譲渡して、耕作放棄地での放牧を計画して

います。地域との連携で、荒れ地の再生や、日

本の抱える食料自給率の課題解決につなげる

ことを目的とした研究が評価されました。 

  酒かすでフンの臭いを低減 

エサとして酒かすを与えた豚は、フンなど

の悪臭の原因物質である硫化水素などが減

り、飼育しやすくなることが分かりました。 

  市内の小中学校の給食にも 

「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

ながっています。 

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

てたいと考えています。 
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トピック！！ 

 第 8 回「広島セブンの森」づくり活動 

「広島セブンの森」づくり活動とは？ 

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･   

ジャパンや地元住民と市の職員によって企業の森として整備を行っています。 

春には桜まつりが行われ、地域住民の憩いの場になっています。 

 吉川の里山環境を守ろう！！ 

2016 年 11月５日(土)は、東広島市の藏田市長より

「大勢の方にご参加いただき、森が生き返りました。あ

りがとうございます」とご挨拶いただき、活動をスター

ト。(株)セブン‐イレブン･ジャパン加盟店 63 店から

70 名、本部社員 84 名、計 154 名、東広島市 3 名、

賀茂地方森林組合7名を合わせ総合計164名で抵抗性

マツや桜などの広葉樹を合計 500本植樹しました。 

  

  地域と企業の一体化 

「広島セブンの森」は 2013 年に協定期間 6 年

（2013 年～2019 年）として 4 月から活動を開始し

4 年目を迎えました。開始時の活動範囲は 2ha でした

が、現在 3.6ha に拡大し、松枯れ対策として、これま

で抵抗性マツや広葉樹を33,230本植樹してきました。 

植樹指導の様子 

植樹活動 

１６４名の参加者 

   参加者の感想 

○本部と加盟店が一緒になって社会貢献に取り組む

貴重なイベントとなっています。 

○本部と加盟店が地域の環境活動を行う「セブンの

森」は良い機会ですね。 

○天気も良くて素晴らしい景色を眺められ、社会貢献

活動に汗を流すことが出来本当に、有意義な 1日と

なりました。 
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(1)講習会の開催 

活動している人たち 寺西地域住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－緑のカーテンの講習会を開催しました。 

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ま

した。ＪＡの職員の方々に講習をしていただいています。3年目

ですが、年々参加人数も増えており、皆さん楽しんでおられます。 

 

○おすすめポイントは？ 

―最後にはお持ち帰りいただけます。 

講習でしっかりと知識をつけて、実際に体験します。 

町の景観形成にも一役買い、地球温暖化への家庭でできる簡単な取り組みとして親

しんで行います。 

また、以前は 30人ほどの参加者も、今年は 40人ほどに増えました。 

 

 

(2)地域清掃活動 

活動している人たち 

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 

○どんな活動？ 

－地域の清掃活動を行っています。 

大型商業施設が多い地域であるという特性がある

ことから、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ています。 

 

 

○おすすめポイントは？ 

―地域の協力で美しいまちづくりを行っています。 

年々ゴミの量も減少し、効果を実感しています。近隣の中学校等の生徒も参加して

くれており、1年で 1,000 人を超える人の手で清掃活動をしています。 

  

ここでは住民自治協議会や地域センター

の活動事例を紹介しているポン！ 

1 地域の活動編  
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(3)御薗宇新町公園のシバザクラ 

活動している人たち 御薗宇小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―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ています。 

平成27年度に公園の景観を良くするため公園

東側の法面にシバザクラを満開にしようと考え、

八本松町にある、有限会社グリーンセンター芳樹

園に植栽方法のアドバスを貰いました。法面の除

草・整形、防草シートの設置、施肥、植栽まで全

て地域の方の手によって整備され、平成 28 年 4

月にシバザクラが咲き誇りました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―今後は、維持管理の年間計画を立て、毎

年楽しめるよう、手入れをしていきます。 

また、夏場に咲く花の植栽などの検討も

始めており、1 年中楽しめる公園になるよ

うな取り組みを目指しています。 

 

 

 

 

(4)大迫山の遊歩道整備 

活動している人たち 板城小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－市民が歩きやすい遊歩道の維持のため、整備をおこなっています。 

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ます。定期的な管理は自治協議会

が行っていますが、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ます。 

 

○おすすめポイントは？ 

―歴史的側面もある山をみんなで守ります。 

尾根筋には「高射砲の跡」など、戦争の遺跡が見られます。山頂からは、北は、鏡

山・西条駅、東は広島空港、西は吉川工業団地を望むことができます。 



第１章 東広島市の環境活動事例紹介 

 

- 12 - 

 

(5)光の宴 

活動している人たち 三ツ城自治協議会 

○どんな活動？ 

－県内最大の三ツ城古墳周辺を 3,000 本のキャンドルで照らします。 

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

演奏や子どもたちの作品展示など、様々な出し物が行わ

れました。 

 

 

○おすすめポイントは？ 

－県内最大の古墳に触れ合ういい機会となります。 

広島県内の 100を超える古墳の中でも三ツ城古墳は県内最大です。平成 26年 10

月に初めて開催し、今後も継続していけたらと考えています。種々イベント等も行っ

ております。 

 

(6)二神山再発見 登山＆ウォーキング大会 

活動している人たち 三ツ城自治協議会 体育振興部会 

○どんな活動？ 

－山道を歩き、歴史を感じながら健康づくりに取り組みます。 

二神山の登山とウォーキングを開催しています。 

二神山は眺めがとてもよく、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りました。 

下見財産区が管理し、年に数回草刈りや下刈りを行っています。

整備された紅葉の山道を歩き、一層の健康づくりに取り組んでみ

ましょう。 

 

○おすすめポイントは？ 

―歴史的遺跡と触れ合い、西条の魅力を再確認できます。 

東端の頂部が「東城」、西端の頂部が「西城」、そしてその南にある頂部が「本城」

と呼ばれています。 

西条盆地に古くからある「菖蒲前物語（あやめのまえものがたり）」。この山の城跡

としての情緒を感じられます。 

 

 

 

 



第１章 東広島市の環境活動事例紹介 

 

- 13 - 

 

(7)大沢田池周辺環境整備 

活動している人たち 平岩住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―大沢田池周辺の維持管理を行ってい

ます。 

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

います。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―地域の方々をはじめ平岩小の児童やスポーツ少年団の子どもたちも参

加してくれるなど、幅広い年齢の方々が活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍王山からみた市街地 

西条町の風景だポン！ 

八本松町の風景だポン！ 

七ツ池 
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(8)竹炭を使った水質浄化 

活動している人たち 吉川村づくり推進委員会 

○どんな活動？ 

－自分たちで作った竹炭を川に入れて 

 河川の水質浄化に役立てています。 

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っています。 

今後も吉川小学校と連携し、環境教育の時間などに、炭

焼きを通して水質浄化や里山の整備について、考えてもら

うきっかけにしていきたいと考えています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―里山整備とのつながりも！古河川をきれいに。 

炭焼きに使う竹や木は、地域の里山整備で切り出した木の中から、炭焼きに適した

ものを使っています。 

古河川に炭入れを行いました。川の水が少しでもきれいになり、ホタルがたくさん

いるような川になっていけばと思っています。 

 

(9)米山城跡・椛坂城跡の整備 

活動している人たち 東志和小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―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の伐採や草刈り

を行っています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―将来にわたって地域の歴史的資

産となるよう取り組んでいます。 

 

  

椛坂城跡 
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(10)志和堀の「宝」再発見 

活動している人たち 志和堀小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―史跡の由来や案内の看板を設置し、志和堀の魅力を発信しました。 

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ました。 

○おすすめのポイントは？ 

―志和堀は 14ｋ㎡という狭い面積ですが、二十数箇所にも及ぶ「史跡」

が残っており、非常に珍しい地域と言われております。 

 

 

 

  

志和町の風景だポン！ 

出典：東広島アーカイブス 

ホタルの舞い 
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(11)造賀クリーン大作戦 

活動している人たち 造賀地域センター 

○どんな活動？ 

－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

います。 

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し

ました。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

い運動を展開しました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

－造賀地区では、国道 375 号沿いや、

すみよし公園を中心に、1 年を通して、

季節の花がきれいに咲いています。 

今では、これらの取り組みが全市的に広が

り、6 月の第 2日曜日にきれいなまちづくり

キャンペーンとして清掃活動が行われています。 

 

(12)住民自治協議会ホームページ 

活動している人たち 小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 

○どんな活動？ 

－協議会独自のホームページを立ち上

げて様々な情報発信をしています。 

私たちは、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

います。 

 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域住民だけでなく、地域外 

の方にも見ていただきたいページです。 

ホームページには、小谷地区の施設、名所の案内なども掲載しています。このペー

ジを通じて、地域外の方にも小谷の魅力を発信していきたいと考えています。 
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(13)ゆーすふるサンデー活動（省エネ体験・省エネ見学） 

活動している人たち 小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 

○どんな活動？ 

－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

学する場を提供しています。 

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いました。 

 

○おすすめポイントは？ 

－保護者も参加するので、家族で省エネについて考えられます。 

環境を守ることは大切だとわかっていても、家族でゆっくり話をする機会が少ない

家庭もあると思います。親子で気軽に参加してもらって、改めて省エネに目を向ける

きっかけになるイベントになればと願っています。 

 

(14)親子さつま芋掘り体験 

活動している人たち 高美が丘小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－子ども向けに自然に触れあう講座を開催しました。 

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

う講座を開催しています。子どもを中心に地域住民が豊かな自

然と触れ合える機会を作ろうと、まちづくり協働農園で毎年行

われています。 

平成 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ました。スタッフの

用意した芋ご飯と豚汁を一緒に食べて楽しい自然体験の一日

となりました。 

 

○おすすめポイントは？ 

－自然の中で子・親・祖父母の 3 世代の交流が

出来ます。 

なかなか土に触れる機会のない親子に、すぐ近くに

ある農園で農業・農作物を学び、食べ物を作る大変さ

と食べ物を大切にすることを学ぶ機会になります。 

また、世代を越えた地域住民の交流ができます。 
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(15)まちづくり協働農園 

活動している人たち 高美が丘小学校区まちづくり推進協議会 

○どんな活動？ 

－農地を借りて協働農園を行い、様々な野菜や果樹を育てています。 

高美が丘・杵原・高屋堀の中心にある休耕田をお借りし

て、協働で農園を行っています。玉ねぎ、さつま芋、里芋、

白菜など季節折々の野菜を作り、果樹も植えています。 

月一回、子どもの「農業・自然体験塾」や大人の「農業・

野菜つくり体験」を行って地域住民に自然・農業に触れあ

う機会を提供しています。 

協働農園を営む仲間たち：約 25人 

○おすすめポイントは？ 

―自然と触れ合う貴重な体験ができます。 

この活動によって、大人も子どもも自然に触れ合う機会が増えるとともに、住民同

士の交流が生まれています。 

また、仲間で楽しく作業を行い、新鮮無農薬の野菜は月一回の野菜市で地域の住民

の方に安く販売して喜んでいただいています。 

 

(16)たかや花フェスタ 

活動している人たち 高美が丘小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－花いっぱいのまちづくりで心も華やかに。 

高美が丘小学校区を花で一杯にしようと長年続いている取り組みです。平成 28 年度は

10 月 15日に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ました。 

秋まつり・区民文化祭の会場の地域センターと高美が丘小学校・中学校をきれいに飾りま

した。その後、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

てくれています。 

チューリップの球根プレゼントも行いました。 

 

○活動の様子とまつりの様子 
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(17)頭崎山交流登山 

 

 

 

 

  

活動している人たち 
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 

○どんな活動？ 

―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

超えた交流を深めています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―春分の時期に頭崎山へ登ることを

通じ、春の息吹を体感することができ

ます。 

高屋町の風景だポン！ 

白市地区の町並み 

造賀川での川探検 
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(18)「見上げてごらん夜の星を♪」観望会開催 

活動している人たち 上黒瀬小学校区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―上黒瀬小学校観望会― 

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、今年で６

回目を迎えました。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ました。 

また、今年はキャンドルを天の川に見立てて望遠鏡が

設置してある場所にキャンドルを並べ、そこに参加者一

人一人の夢をキャンドルシェードに書いてもらい星に願

いが届くようにとキャンドルへ被せました。 

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てい

ます。 

 

○おすすめポイント  

―天体観測による環境学習― 

広島大学天文学研究会の学生が天体望遠

鏡を使いながら、星座の名前について分か

り易く教えてくれます。 

普段、何気なく見ている星空から新たな発見と

感動があり、地域住民と学生との間に新しい交流

が生まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

黒瀬町の風景だポン！ 

黒瀬川 
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(19)リサイクル市 

活動している人たち 久芳地域センター 

○どんな活動？ 

－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

示しています。 

この取り組みは、地域センターを利用されて

いる方の、「子どもが成長して着なくなった服 

を捨てるのは『もったいない』」という意見や、「地域の人たちが集まる場所で、リサイクル

できるものを持ち込める場所を作ってほしい」という要望から始まりました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

－利用者の方からは大変好評で、すでに４年ほど続いています。 

地域センターが開いている時は、リサイクル品の展示スペースを開放して、自由に

持ち寄ったり、持って帰ったりしていただけます。多くの皆さんに活用してもらい、

リサイクルの輪を広げていきたいです。 

 

(20)彼岸花の里づくり 

活動している人たち 上戸野地区住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－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」に取り組んできました。 

これまでに、彼岸花を広範囲に植えてきたため

手入れは大変になってきましたが、地域の人たち

に身近な環境へ目を向けてもらうきっかけにし

てほしいという思いで活動を続けています。 

 

 

○おすすめのポイントは？ 

－彼岸の時期には、上戸野地区に彼岸花が咲き誇り、地域を真っ赤に染めています。 

地域の環境を守るには、地域の住民がやらなければなりません。今後、もっと彼岸花を見

られる範囲が広がるように、この活動を受け継いでいきたいと思います。 
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(21)ホタルの里づくり 

活動している人たち 
上戸野地区住民自治協議会・ 

リコージャパン株式会社 

○どんな活動？ 

－毎年、環境・景観部会が主体となって

環境整備活動を実施しています。 

平成27年度は地域でホタルが一番舞う福富

ダムの直下から親水公園までの環境整備活動

を行いました。 

平成 26年度までは、地域センターの上流側

で「ホタルの里づくり」を行っていましたが、

河岸の防災工事で三面張りになり、ホタルが住

みづらい環境になったため、福富ダムの下流側 

に活動場所を移しました。 

この活動では、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でいます。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―もともと、このあたりは自然環境に恵まれた美しい所で、渓流にはホ

タルの他に、オイカワ、カワムツ、ヨシノボリ等の淡水魚が生息し、春

には新緑、秋には紅葉を楽しむことができます。この環境をいつまでも

守っていけるよう、引き続き活動していきたいと思います。 

 

(22)簡易水力発電装置の設置 

活動している人たち 竹仁住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－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ま

した。 

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ました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―水の力でモーターを回し、街灯 

（ＬＥＤ）が明るく灯る自然の力を体感しました。 
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(23)省エネミニ学習会 

活動している人たち 竹仁住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―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ました。 

平成 26年度に竹仁小学校の高学年の児童や、地

域住民の方、小学校の先生方と一緒に省エネミニ学

習会を開催し、 

「家電がどのくらい自分の家にあるのか？」 

「どのくらい電力を必要とするのか？」 

「電球によって、必要な電力の違いはあるの 

だろうか？」 

などのお話を、講師の市民協働センターの方にし

ていただきました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―エネルギーを節約することが、環境

にどう関係するかを、地域で考える良

いきっかけとなりました。 

 

(24)AQUA SOCIAL FES!! 2015 in 竹仁地区 

活動している人たち 竹仁住民自治協議会 

○どんな活動？ 

―竹仁地区内外の人たちが集まり、川探検や河川 

清掃を行いました。 

「ホタルの飛翔する環境に戻す」、「親水環境を整える」

をテーマにした町づくりと竹仁地区の自然環境保全のた

め、竹仁地区からの参加者 50 名が中心となり、河川敷の

草を刈り、広島県内、遠くは愛知県から参加していただい 

た、70 名のボランティアの皆さんで、河川の水生生物などを確認する川探検や清掃活動、

活動拠点の整備などを行いました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―竹仁地区の活動シンボル拠点とな

る、土のうを積み上げて造る「アース

バッグハウス」の設置を広島大学の留 

学生たちが企画し、コツコツと建設しています。 
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(25)ワットモニタータップの貸出し 

活動している人たち 竹仁住民自治協議会 

○どんな活動？ 

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、省エネに取り組んでもらっ

ています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―消費電力や電気料金が一目でわかるため、節約しようという気持ちが高

まります。 

 

(26)グリーンカーテン講習会 

活動している人たち 竹仁住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－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きました。 

植え付け方法、土の作り方、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

い竹仁の住民ですが、熱心に聞き入ってとても勉強

になったと評判でした。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―この夏 56 世帯のご家庭がグリーン

カーテンに取り組み、省エネと緑化活

動に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

  

福富町の風景だポン！ 

花畑としゃくなげ館 
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(27)豊栄町民俗資料展示室 

活動している人たち 豊栄町内の各自治組織・東広島市教育委員会 

○どんな活動？ 

－豊栄で代々受け継がれてきた伝統ある品々を展示しています。 

昔の農機具や日用品などを安宿地域センターの２階に展示しています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域の生活や文化を学ぶことができる貴重な教材となっています。 

豊栄は昔から農業が盛んな町です。今ではあ

まり見なくなった農機具などを見てもらうこ

とで、子どもたちにも豊栄町の歩みを学んでも

らうことができます。 

地域センターが開いている時間であれば、ど

なたでもご覧いただけます。 

 

 

 

(28)きよにし産楢炭を有効活用 

活動している人たち 清西ふれあいの窯 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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

しています。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ます。 

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ます。 

 

○おすすめポイントは？ 

－楢炭には水を浄化する力も。部屋に飾るオブ

ジェとしても使えます。 

楢炭には水を浄化する力もあります。また、楢炭を

使っておしゃれなオブジェを作る方もいます。 
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(29)サルビア苗の移植・配布 

活動している人たち 能良振興協議会（能良住民） 

○どんな活動？ 

－サルビアの苗をプランターに植えて、学校や保育園などに配付しています。 

15 年前から花いっぱい運動として、サルビア

の種を蒔き、約 3,200 本をポットに移植して育

て、地区の家庭や県道沿い又、豊栄の中学校・小

学校・保育所・生涯学習センター・各地域センター

に配付し、花の多い街づくりにつなげています。 

 

 

○おすすめポイントは？ 

－サルビアの配布をきっかけに、様々な交流が生まれています。 

能良地区以外にも配布をしているので、地域外の方とも交流が生まれています。 

 

(30)板鍋林道整備 

活動している人たち 能良振興協議会（能良住民） 

○どんな活動？ 

－板鍋山の林道で桜やもみじの植樹や

草刈りなどをしています。 

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、もみじを植樹してい

ただき、その後、毎年 2回草刈清掃をしてい

ます。 

 

○おすすめポイントは？ 

－春は桜、秋は色づいたもみじを

見ながら登山ができます。 

特に秋のもみじは紅葉が美しく、板鍋山頂の中ほどにあります大山大権現は大きな

岩のまわりに石仏が 80体あまりあり、沢山の方が来られ良かったと喜んでいただい

ています。 
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(31)かかしづくり 

活動している人たち あすか住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－家庭にある古着などを利用して案山子を作成して

います。 

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

作成しました。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ます。 

 

○おすすめポイントは？ 

－古着の再利用でゴミの排出抑制につながります。 

いろいろな人をモデルにした案山子を楽しく造りながら、ゴミの排出抑制にもつな

がるので、一石二鳥です。 

 

(32)ふるさとの村（里山）づくり 

活動している人たち 清武住民自治協議会 

○どんな活動？ 

－豊栄支所周辺の里山（やすらぎの園）に植樹

をしました。 

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

ました。植えた木は、住民自治協議会で維持管理をし

ています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－美しい故郷を次の世代へ手渡していくことにつながります。 

大人から子どもまで、自ら汗を流して取り組んだことで、美しい故郷を再認識する

機会となりました。 

 

 

 

  豊栄町の風景だポン！ 

板鍋山からの眺め 
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(33)ごみの分別・リサイクル習慣 

活動している人たち 入野 篁の郷 

○どんな活動？ 

－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です。 

各家庭でのごみの分別が徹底されるよう、チ

ラシを作成・配布しています。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て

います。 

 

 

○どんなチラシですか？ 

－各月ごとの収集日を分かりやすく書いたチラシです。 

小学 4年生のエコ標語を掲載した、高齢者の方にも分かり易い、月ごとのごみ収集日のチ

ラシを作成・配布しています。地域全体で、「ごみの分別→リサイクル→減量」が日々の生

活に溶け込むような工夫です。 

 

(34)ムカデ芝の整備 

活動している人たち 入野 篁の郷 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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ています。田んぼの

畔は手入れをしないと雑草が生えやすい場所

ですが、ムカデ芝には雑草を抑制して、景観を

良くする効果があります。 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域で協力して取り組むことで、広範囲の景観改善につながります。 

入野ではまとまった範囲を整備していて地域としての景観改善を目指しています。

ムカデ芝を根付かせるには、まだ時間がかかりそうですが、地域内で連携しながら、

作業を進めていきたいと考えています。 
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(35)花いっぱい運動 

活動している人たち 入野 篁の郷 

○どんな活動？ 

－地域に花を植えて、花いっぱいの街づくり 

に取り組んでいます。 

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

動をしています。 

 

○くふうポイントは？ 

－「里親制度」で、植えた後もちゃんと維持管理できています。 

植えた後の花は、参加者がそれぞれの担当場所を決めてお世話をする「里親制度」

を導入しているおかげで、長い間、楽しむことができています。 

 

(36)希少植物の保全活動 

活動している人たち 宇山地域農地環境保全管理組合 山野草クラブ 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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まし

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きました。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

できました。 

 

○保全のための工夫は？ 

－希少植物の周りを柵で囲むイノシシ対策などをしています。 

希少植物を守る取り組みとして、周りを柵で囲んで、イノシシから守る活動などを

しています。今後は、私たちが育てたエヒメアヤメなどの希少植物を、自生している

場所の近くに移植して、再生させることも考えています。 

 

  

エヒメアヤメの花 
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(37)野の花を後世に 

 

(38)親子ふれあい川遊び 

 

  

活動している人たち 自治組織ふれあいの里戸野 

○どんな活動？ 

－珍しい植物などを観察するウォーキング 

をしています。 

ハンショウヅルの蕾
つぼみ

の発見。リンドウの仮植

え、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、カザグルマの挿
さし

芽
め

、

ササユリの袋
ふくろ

蒔
ま

きなどを行っています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―地域のシンボルであるカザグルマを、多くの方に目にしてもらえるよう、

鉢に植えて地域センターに置いています。 

活動している人たち 自治組織ふれあいの里戸野 

○どんな活動？ 

―親子一緒に水遊びを通じて水辺環境を満喫 

しています。 

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てい

ます。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―地元の方はもちろん、戸野地域外からも多くの参加がありとても盛り上

がっています。 

ハンショウヅル 
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(39)小田川の水質調査 

活動している人たち 小田地域センター 

○どんな活動？ 

－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ます。 

小田地区を流れる小田川に住む生き物を調べて、川

の水質の判定をしています。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

っています。平成 28 年度の調査結果は 4 段階で 2

番目にいい評価でした。 

 

○活動を通して変わったことは？ 

―小田川にホタルが舞うようになりました。 

調査を始めた頃にはあまり見られなかったホタルが、近年ではたくさん見られる

ようになりました。地域で化学肥料の使用を減らしている効果もあるようです。 

近年は、地域の子どもたちを交えて、ホタルの観察会も実施しています。 

 

(40)水辺教室 

活動している人たち you 愛 sun こうち  

○どんな活動？ 

－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ています。 

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

物を調べたりしています。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いました。 

 

○活動のきっかけは？ 

－子どもたちに、地域のきれいな川を守ってほしいとの願いから。 

この活動は、10 年以上続いています。子どもたちには、いつまでも、故郷の豊か

な自然を愛し、守る気持ちを持ち続けてほしいです。 
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(41)竹林寺山道整備 

活動している人たち 

you 愛 sun こうち・ 

町おこし団体 あちこち（広島大学） 

○どんな活動？ 

－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いました。 

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ました。また、登山者に

コースが分かりやすいように、道案内看板を設置

しました。 

 

○学生が参加するようになったきっかけは？ 

－地域のために何か力になりたいという思いから。 

「町おこし団体 あちこち」に所属する学生たちは、河内町のために何か力になれ

ることを考えながら、自治協議会の「you 愛 sun こうち」と連携して活動していま

す。整備した山道は、「竹林寺ふれあいウォーキング」のルートでもあり、参加者に

楽しんでもらいたいという思いから参加しました。 

 

(42)国際ボランティア CIEE（国際教育交換協議会）との交流 

活動している人たち 
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 

○どんな活動？ 

－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です。 

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日の合宿を開催しました。 

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

壁にペイントをしました。雰囲気が明るくなったと好評です。 

 

 

○参加者の反応は？ 

－子どもたちは自然に囲まれ元気にのび

のび！留学生は日本の原風景に感激！ 

短い期間でしたが、参加者はいろいろな体

験をして、河内町を満喫してくれました。 

河内町の自然や日本文化を生かした、豊かな合宿となりました。 
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(43)沼田川流域周辺の美観づくり 

 

(44) マイロード活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動している人たち 草が城の里・河戸自治協議会 

○どんな活動？ 

―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ていま

す。 

河川沿いの草刈り作業も行っており、少しずつでは 

ありますが、環境が整ってきています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―この事業を通して、自治協議会の部会会員との意思疎通が図れ、地域環境に対

する意識付けが住民の間に広がっています。 

活動している人たち 草が城の里・河戸自治協議会 

○どんな活動？ 

―県道、市道、沼田川沿いの草刈り作業を行

っています。 

アダプト制度のマイロード団体として県道 33 号

や市道、沼田川沿いの桜の木周辺の草刈り作業を行

って道路・河川の環境向上に取り組んでいます。 

また、防災に関する学習会も開催しています。 

 

 

○地域の課題 

―高齢化と空家の増加で農地の荒廃が目立つことです。 

河内町の風景だポン！ 

出典：東広島アーカイブス 

沼田川 
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(45)干拓堤防松並木の整備作業 

活動している人たち 風早自治協議会・風早公衆衛生推進協議会 

○どんな活動？ 

－干拓堤防の環境整備－ 

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りました。 

現在は、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回行っています。 

 

○おすすめポイント 

―人が憩える場― 

路面整備などは作業時間に限りがあるた

め少しずつしか、穴の修復はできませんが

ウォーキングを楽しむ人以外に、少しでも

多くの人が憩える場として松並木を

楽しんでもらえればと思い、これから

も継続して環境整備に取り組んでい

きます。 

 

(46)赤崎海岸海のクリーン作戦 

活動している人たち 木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会 

○どんな活動？ 

－海のクリーン作戦－ 

東広島には唯一の海岸として赤崎海岸があります。その赤崎海岸にはビンや缶、ビニール

などの漂流物が集まる「一本松」あります。 

「一本松」付近一帯の赤崎海岸をクリーンに

するために、毎年、海の清掃を行っています。 

 

○おすすめポイント 

安芸津町木谷の地域ではクリーンな赤崎海

岸を守っていくために、これからも海の清掃

活動を行っていきます。 

 

 

赤崎海岸清掃活動 



第１章 東広島市の環境活動事例紹介 

 

- 35 - 

 

(47)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 

活動している人たち 木谷はっけん野あそび会（木谷自治協議会） 

○どんな活動？ 

－赤崎海岸環境活動－ 

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ります。 

赤崎海岸で見えるウミホタルのそばでは、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

楽しみました。 

参加者：小学校児童、保護者等、地域住民 

 

○おすすめポイント 

―木谷はっけん野あそび会－ 

古本敦子さんが代表を務める“木谷はっ

けん野あそび会”では、毎年夏休みに子ど

もたちによる科学研究会を開催しています。

今年は全国に名を広めた「木谷杜氏」をテーマに、

研究しました。 

 

(48)ホタルと出会う夜のお散歩 

活動している人たち 木谷自治協議会・木谷公衆衛生推進協議会 

○どんな活動？ 

－ホタルと共に環境学習－ 

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ます。 

 

 

○おすすめポイント 

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ました。 

ホタルと清らかな郷川のせせらぎを聴

きながら地元住民と自治協・公衛恊によ

る見守りの中で安心して散策を楽しむこ

とができます。 

 

  

アカテガニの産卵 

ホタルの生態を説明 

郷川風景 

ウミホタルと音楽の夕べ 
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(49)市民活動情報サイトの活用 

活動している人たち 各住民自治協議会・環境活動団体 

○どんな活動？ 

―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ます。 

 

○おすすめのポイントは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         検索キーワードは「環境」でクリック 

 

  

 

 

サイトのトップ

ページだポン。 

「さがす」からも

環境分野を選択で

きるよ。 

「環境」で検索

するといろんな団

体の環境活動情報

を見ることができ

るポン！ 

安芸津町の風景だポン！ 

出典：東広島アーカイブス 

正福寺山公園からの眺め 
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(1)ふるさと探検黒瀬川 

活動している人たち 寺西小学校 

○どんな活動？ 

－黒瀬川に入り、生き物調査をしました。 

学校の近くを流れる黒瀬川に入り、川に住む生き物

調査をしました。また、川の汚れの原因、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ま

した。 

 

○おすすめポイントは？ 

―自然環境について考えるきっかけになりました。 

これをきっかけに環境問題について関心を持ってもらえたらと思っています。 

また、発表は近畿大学の学生の皆さんにも聞いていただき、交流することができま

した。 

 

(2)環境問題について考えよう！ 

活動している人たち 東西条小学校 

○どんな活動？ 

―４年生の児童たちが環境問題について学びました。 

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ました。そして、自分たち

にできる三つのことを考えました。 

・無駄なごみを出さない。使わない時は電気を消す。 

・自然をこれ以上壊さないようにしていく。 

・学んできたことを他学年にも伝える。 

○おすすめポイントは？ 

―実際に自分たちでできることに取り組みました。 

自分たちの生活を振り返り、古くてもまだ使えそうなものは簡単に捨てずに使うこ

とや、教室を使わない時には電気を消すこと、水道水は必要量だけを使うことなどを

話し合って決めました。 

また、地球温暖化防止のために、グリーンカーテンを育てました。さらに、ごみ処

理について学んだことを他学年にも広める新聞を作り、誰でも見ることができるよう

に廊下に掲示しました。 

ここでは、学校の子どもたちの活動

事例を紹介しているポン！ 

２ 学校の活動編 
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(3)環境調査隊 三永川を調べよう～水はきれいなのだろうか？～ 

活動している人たち 三永小学校 

○どんな活動？ 

－川に住む指標生物を見つけ、水質調べをしました。 

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ました。 

 

 

○結果は？ 

－三永川の水質は・・・？ 

調査の結果、「きれいな水の川」に住むサワガニ、カワゲラ、ヒラタカゲロウがい

たことから三永川の水質は、「きれいな水」であることが分かりました。児童は、そ

のことを知って、三永川の水をきれいにしていきたいという気持ちが強くなりました。 

また、社会見学で吾妻子浄水場に行き、職員の方から水についてのお話をしていた

だきました。これらの学習を通して、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びました。 

 

(4)「磯松 花咲かせ隊」活動 

活動している人たち 磯松中学校 

○どんな活動？ 

―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

活動をしています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

－ボランティア活動を通じて、「生徒の自己肯定感を高めること」・「地域と係る

きっかけを創ること」ができます。 

また、配布先や地域の皆様から、「いつもありがとう」、「次はいつ持ってきてくれるの」

などの声かけをしていただけることが大きな励みになっています。 
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(5)サルビア街道 

活動している人たち 志和堀小学校 

○どんな活動？ 

－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て

います。 

育てたサルビアは一斗缶に移植し、毎年 9

月頃にはきれいなサルビアが志和堀交差点

に並んでいます。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―地域の協力があって、設置した

後は、地域の人たちが交代で水や

りをし、枯れないようにお世話を

しています。 

 

(6)東志和小学校みどりの少年団 

活動している人たち 東志和小学校 

○どんな活動？ 

－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」を結成しています。 

この活動は、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

どがあります。 

 

○おすすめのポイントは？ 

－地域の方や、地域の自然に関わる機会が増えたことで、児童たちには、

地域の方への感謝の気持ちや、地域の自然を大切にしようという思いが今

まで以上に芽生えてきています。 

これからも、全校児童で活動を続け、一人ひとりが自然を愛し、人を愛し、地域を

愛することのできる心豊かな人間に育ってほしいと願っています。 
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(7)地域清掃活動 

活動している人たち 広島県立広島中学校・広島高等学校 

○どんな活動？ 

－学校周辺(高屋地域)やＪＲ西高屋駅からの通

学路などの清掃を行っています。 

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ています。 

参加者 中学生 全員 

高校１・２年生 全員、担当学年教職員 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域の活性化や美しい景観形成につながります。 

日頃から自分たちが利用している通学路や学校周辺を中心とした地域、自然環

境への感謝、さらには地域貢献、地域美化に対する意識を高め、中学校では縦割

り集団で清掃活動を行うことによって、異年齢集団の交流を図るとともに、リー

ダー性を養うことを目的としています。 

 

(8)校内外の緑化活動 

活動している人たち 高美が丘中学校 

○どんな活動？ 

―全校生徒で校内外の緑化・育樹活動に積極的に取り組んでいます。 

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

域づくりを行っています。緑化活動は環境問題の行動

化のスタートとして、持続可能な社会の担い手作りを

進めています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―地域の活性化や美しい景観形成につながります。 

平成 27年度には、全日本学校関係緑化コンクールで特選（文部科学大臣賞）を受

賞し、平成 28 年度、全国植樹祭で表彰されました。 

 

 

 

 

 

  

高美が丘中学校が表彰された、「全日本学校関係緑化コンクール」は、公益

社団法人 国土緑化推進機構が主催する緑化コンクールなんだポン。 

文部科学大臣賞は学校環境緑化の部で最高の賞なんだポン！！ 
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(9) 国の特別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 

活動している人たち 豊栄小学校 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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いました。 

 

 

○これまでの成果は？ 

－児童たちが学んだことを様々な場面で発表しています。 

平成２６年度には豊栄町で開催された「第 11 回 日本オオサンショウウオの会 

東広島大会」で児童が発表を行いました。平成 27 年度には「こどもホタレンジャー

2015」の発表大会で児童が発表を行い、環境大臣賞を受賞しました。 

毎年、児童たちはオオサンショウウオの保全のためにできることを考えながら、学

習を続けています。 

 

(10) 河内小学校花いっぱい運動 ～コメリ緑基金～ 

活動している人たち 
河内小学校・コメリ広島河内店・ 

you 愛 sun こうち 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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きました。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ました。

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・機能を学びました。 

 

○おすすめポイントは？ 

－子どもたちが、地域のプロからたくさんのことを学べる貴重な場となっ

ています。 

この活動では、普段はあまり接する機会のなかった地域の大人たちと子どもたちの

交流が生まれました。また、子どもたちは、いろんな分野のプロから、多くのことを

学ぶことができました。 
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(11)「グリーンエコ入野」活動 

活動している人たち 入野小学校 

○どんな活動？ 

－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でいます。 

 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でいま

す。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ています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域活動にも参加しているので、地域の方との交流も生まれます。 

入野地区内で行われている花いっぱい運動や入野駅前清掃に参加し、地域の方々と

の交流が生まれています。 

 

(12)ごみ減量作戦＠リバーサイドフェスティバル 

活動している人たち 広島県立河内高等学校 

○どんな活動？ 

－「リバーサイドフェスティバル」でごみの

分別や、ごみ拾いをしました。 

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

ティア活動を行いました。 

 

○活動をしてみた感想は？ 

－地域の方々と協力してイベントに携わることができ、貴重な経験になり

ました。 

暑い中の活動は大変でしたが、ごみを拾っていたら「ありがとう」や「ご苦労様」

などと声を掛けてくれる人たちがいて、やりがいを感じながら取り組むことができま

した。 
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(1)半尾川再生プロジェクト 

活動している人たち 半尾川再生まちづくり倶楽部 

○どんな活動？ 

－半尾川を憩いの空間に変えるプロジェクトです。 

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

根の植え付けを行いました。 

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きました。 

 

○おすすめポイントは？ 

－西条に関係する方々が関わりながら街を変えていく活動です。 

川沿いでの草刈りや球根の植え付けなど、どなたでも参加いただける活動です。 

多くの人たちに協力いただきながら、憩いの空間を作っていきたいです。 

 

 

(2)ふるさと郷田の里山を大切に  心に残る植樹 

活動している人たち ふるさと郷田の里山を育てる会・郷田小学校 

○どんな活動？ 

－ふるさとの里山を守るべくサクラやモミジ

の苗木を植樹しています。 

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 本植樹しました。 

 

○おすすめポイントは？ 

―苗木が大きく育つように、地域の協力と絆も育みます。 

植樹後は、育てる会のメンバーが維持管理をし、児童たちは植樹した木を度々見に

来てくれています。 

これからも地域で協力し、ふるさとの里山を守っていきたいと思います。 

  

ここでは、市民団体の活動事例を

紹介しているポン！ 

３ 市民団体の活動編 
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(3)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） 

活動している人たち 千足池水利組合 

○どんな活動？ 

－用排水路等の清掃活動やシバザクラ等の植栽による景観形成をしています。 

農業用施設の維持管理をはじめとし、女性会や子供

会などと連携して景観形成に努めています。 

最近では、春に満開となるシバザクラを見に来られ

る方も多くなってきています。 

地域の資源や環境を守る取り組みを進めたことで、

農業者だけではなく、非農家も参加する地域ぐるみの

活動として根付いています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－地域の活性化や美しい景観形成につながります。 

休耕田にコスモスやヒマワリを植栽する取り組みも進んでいます。これらの活動を

通して地域の連帯感が生まれ、話し合いの場が増すなど、地域一帯の活性化につなが

っています。 

また、多面的機能維持管理事業の補助金を市から受けていることもあり、シバザク

ラの苗や防草シートなどに活用し、活動がしやすくなっています。 

 

(4)花いっぱい運動 

活動している人たち 西条市街地地区社会福祉協議会 

○どんな活動？ 

－地域住民が集まり、市街地の景観形成に努めます。 

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ています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―季節の花が市街地を美しく彩ります。 

春にはベコニアやユーフォルビア、冬はビオラ、パンジー、葉ぼたんなど、季節の

花が並びます。 

また、平成 27 年１月に供用開始された西条駅北口にもプランターを並べました。

通勤通学などで駅を利用する方々に、季節の花を楽しんでいただければと思っています。 
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(5)リユース市 

活動している人たち えこぺーじ 

○どんな活動？ 

－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ます。 

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す。会場には多くの新入

生や在学生が訪れ、毎年、ほぼ完売しています。 

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ます。 

 

○活動のテーマは？ 

－「いらないものを再び価値あるものに」。私たちの最大の活動です。 

不用品とはいえ、学生時代にしか使っていない家具はまだまだ使えます。初めて一

人暮らしをする新入生には、「物を無駄にしない」気持ちを持って学生生活をスター

トしてほしいと思っています。 

 

(6)小泉おそうじ隊 

活動している人たち 小泉おそうじ隊（小泉新聞舗） 

○どんな活動？ 

－西条駅を中心に町の清掃活動をしています。 

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ています。 

年々参加者は増えており、大学生や、留学生の方々

もボランティアとして参加しています。 

最近では、回収するごみの減少を感じています。こ

の活動によって街中にゴミが目立たなくなり、不法投

棄の抑制にもつながっているように感じます。 

 

○おすすめポイントは？ 

－東広島市公衆衛生推進協議会からも表彰されました。 

「小泉おそうじ隊」の開催については、小泉新聞舗が発行する「小泉新聞瓦版」に

掲載しています。今では 120 人を超える方々と取り組んでいます。どなたでも参加

できますので、どうぞお気軽にお越しください。 
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(7)野草観察会 

活動している人たち 黒瀬川 e-co 隊 

○どんな活動？ 

－黒瀬川沿いに生息する野鳥・野草の観察会を開催しました。 

ヘクドー橋～六日市橋に生息する春の野鳥・野草の観

察会を開催しました。 

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ます。 

 

 

○おすすめポイントは？ 

－自然に興味をもち、豊かな自然を次世代に残します。 

観察会当日は、多くの子どもたちが参加してくれ、45 種類もの野草、野鳥、昆虫

を観察することができました。また、講師には東広島野鳥の会の新名先生ご夫妻と 

向田ご夫妻を招きました。 

一緒に活動してくれるメンバーの輪を広げたいと思っています。 

 

(8)ロケットストーブを作って＆遊ぶイベント！ 

活動している人たち 地球温暖化対策地域協議会ひがしひろしま環境家族 

○どんな活動？ 

－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りました。 

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ました。 

 

○おすすめポイントは？ 

―ロケットストーブのいいところ・・・ 

・熱効率が良く、少ない燃料で煙突内は 500～600℃まで上がる。 

・間伐材や廃材、小さい薪、竹など、燃やすものを選ばない。 

・持ち運びが簡単。(重さ：5kg 程度) ・ガスボンベはいらない。 

・炭が少ない。 ・調理するくらいの火力は十分にある。 

これからも、このようなイベントを通じて多くの人達に地球温暖化について考えて

もらえるような機会を作っていきたいと思います。 
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(9)野鳥観察会・自然観察会 

活動している人たち 東広島の野鳥と自然に親しむ会 

○どんな活動？ 

―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

ています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―参加者された方々は、日頃、あまり目に

留めなかった野鳥を観察できたことで、 

地元の自然に対する関心や愛着を持つようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西条町の風景だポン！ 

市役所 10 階からの眺め 

憩いの森公園 
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(10)黒瀬川沿いの維持管理 

活動している人たち 米満に桜を植える会 

○どんな活動？ 

―黒瀬川沿いに植えた桜の木の手入れなどを 

行っています。 

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ています。 

 

 

○おすすめのポイントは？ 

―桜が咲く時期には地域の方々をはじめ、多くの方が花見を楽しむ等、地域の交

流の場となっています。 

 

 

(11)吉川みんなの森 里山整備 

活動している人たち 東広島市吉川財産区・地域ボランティア 

○どんな活動？ 

－吉川みんなの森の整備を行っています。 

みんなが楽しめ、癒しの森として整備していま

す。吉川は農林水産省の「美しい日本のむら景観

100 選」の一つに選ばれています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―美しい里山が作られ憩いの場となっ

ています。 

みんなの森は整備して 10 年余を経過しました。植えている樹種は、ヤエザクラ

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 本で四季

折々の花が楽しめます。 

 

  

桜の開花 
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(12)フラワーロードの整備 

 

(13)長寿の森里山整備 

活動している人たち 吉川長寿会・吉川小学校 

○どんな活動？ 

－長寿の森でマツタケ山の再生を行っています。 

八本松町吉川の長寿の森付近ではマツ枯れが進みマ

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ています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―美しい里山が作られ、憩いの場となっています。 

小学生と地元が一緒になって取り組むことで、森が生き返りました。長寿の森のた

め池周辺には、桜が植えられており、春には桜まつりが行われるなど、地域住民の憩

いの場になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動している人たち 中組地区社会福祉協議会（中組平成会・なでしこ会） 

○どんな活動？ 

―川上小学校の通学路の「フラワーロード」

を整備しています。 

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整備と管理をしています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―地域に、美しい環境と美しくやさしい心が育つことを願って、15 年継

続して活動しています。 

八本松町の風景だポン！

吉川は農林水産省の「美し

い日本のむら景観百選」に

選ばれているポン！ 

吉川地区の風景 
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(14)山の保存再生 

活動している人たち NPO 法人志和堀 DNA.NET 

○どんな活動？ 

－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ています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

－参加者みんなで楽しみながら活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)親子水辺学習 

活動している人たち 造賀地区 公衆衛生推進協議会 

○どんな活動？ 

－造賀川に住む生物調査を行いました。 

造賀小学校の児童を対象に、造賀川に住む生物調査を行

いました。 

住んでいた生物の種類によって造賀川の水質判定を行

うと共に、子どもたちにとって地元の河川の水質環境に関

心を持つきっかけとなりました。 

 

○おすすめポイントは？ 

―親子の交流と、大人でも知らなかった水生生物の特徴。 

子どもと一緒になって生物調査を行うことで共通の話題もできます。また、童心に

戻って楽しめます。 

水生生物は水質の変化に敏感に反応して生息域を変化させます。河川の水質保全と

普段の生活に目を向けてみましょう。 

志和町の風景だポン！ 

並滝寺池は黒瀬川の源流

だポン！ 

並滝寺池 
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(16)高屋堀団地のフラワーロード 

 

 

 

 

 

 

  

活動している人たち 高屋堀団地・花壇作り同好会 

○どんな活動？ 

－緑化活動を推進するために始めた花壇作りです。 

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ました。活動を始めた当時は、 

市道脇には雑草が生い茂っていましたが、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 

壇を整備しました。 

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・管理をしています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－団地の住民や通行される方の心の癒しを生み出します。 

年間を通じてきれいな花壇を維持することで、花を目にした皆さんの癒しになれ

ばと考えています。現在は市道に面した法面でシバザクラの整備も進めています。 

高屋町の風景だポン！ 

黒瀬町の風景だポン！ 

せせらぎ公園（高美が丘） 

黒瀬生涯学習センター 
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(17)神洗川の清掃 

活動している人たち 丸山ほたるの会一同 

○どんな活動？ 

－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

部員たちがボランティアで地域を流れる神洗川

の清掃を行っています。 

神洗川には、昔からホタルが生息していて今でも多

くのホタルを見ることができます。このホタルを丸山

地区として末永く守るために、広島県のアダプト制度

を導入して活動しています。 

 

○いちおしポイント 

―ほたる橋― 

平成 28 年にはほたるが乱舞する光景

を観賞できる“ほたる橋”を造りました。 

きれいな川を守り続けるためには、区民の一

人ひとりの協力が必要です。黒瀬町丸山地区で

は、多くの区民に協力を呼びかけて、これから

も神洗川を守っていこうと思っています。 

 

(18)ごみのダイエット作戦 

活動している人たち 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

○どんな活動？ 

―ごみの出ないお祭り― 

多くの住民が集まる地域の祭りや各種のイベントでは、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ます。 

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”の活動を行っていきます。 

 

○おすすめのポイント 

―ごみの分別体験― 

来場者にごみの分別を体験してもらい、 家庭でも 

ごみの分別を推進してもらうために、ごみの分別体験コーナーを設置しました。 

分別種別：ペットボトル、リサイクルプラ、ビン・缶、もえるごみ 

ほたる橋 
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(19)夏の水辺教室 

活動している人たち 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

○どんな活動？  

―黒瀬川の環境学習― 

黒瀬町内の小学 3 年生以上の児童を対象に、

水辺教室を開催しました。 

広島大学の河合先生や公衆衛生推進協議会のスタッ

フの指導により、参加者の方々にも川へ入ってもらい、

黒瀬川の水生生物を採取して生物の仕分けをしたりし

て、黒瀬川に住んでいる生き物について学びました。 

 

○おすすめのポイント 

―水生生物を学ぶ学習― 

参加した子どもたちからは「いっぱい魚が捕

れて嬉しかった」、「小さい虫について知ること

ができた」など、川の生き物に触れられた喜び

の声が上がりました。 

一方で、外来生物が増えている黒瀬川の悪い現状を知ることで、改めて黒瀬川の環

境について考えなおす良い機会にもなりました。 

 

(20)冬の水辺教室 

活動している人たち 東広島市公衆衛生推進協議会 黒瀬支部 

○どんな活動？ 

―黒瀬川の環境学習― 

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います。 

この教室は地域を流れる黒瀬川を再認識して

もらい、環境保全に対する意識を深めてもらう

ために行っています。 

○おすすめのポイント 

―野鳥観察― 

川の水をきれいにすることによって集って

くる野鳥について、専門家の先生から説明を受

けながら望遠鏡で野鳥の観察を行いました。 

黒瀬水質管理センターの施設見学 

野鳥観察の様子 
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(21)福富町まちおこし 

活動している人たち 学生まちおこし団体ふくふく 

○どんな活動？ 

―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

に参加しています。 

私たちの団体は、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す。 

発足当初 5人だったメンバーは、2 年目の平

成 28 年は 15人となり、活動内容も広がり、

久芳小学校の総合学習の他に、福富を代表する

お祭り「アクアフェスタ」の実行委員を務め、

広島大学の学生が多数出演し、アクアフェスタ

史上初の 2万人という来場者数を記録し、地元

の方々から喜びの声をいただきました。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―これからも、まちおこしを通じて、福

富町の豊かな自然を守るお手伝い、自然

や人の温かさなど、福富の魅力を PR し

ていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福富町の風景だポン！ 

福富ダム 
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(22)沼田川体験 

活動している人たち すいすい倶楽部 

○どんな活動？ 

―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

ています。 

すいすい倶楽部は川遊びが大好きな大人が結成したグループで、沼田川の水が水道用水と

して利用されている下流（三原市・愛媛県上島町）の町と交流をしながら地域の活性化を推

進することを目的としたグループです。 

毎年３月には下流域の住民と一緒に道の

駅「湖畔の里福富」の近くで植林交流会を行

っています。 

活動の一つに小学生との交流もあり、地元

の竹仁小学校30人の子どもたちと沼田川探

検を行いました。子どもたちと一緒に川に入

って、川に住む生き物を捕まえたり、捕った

生き物を観察するなどの体験をし、地元の川

にはどのような生き物が住んでいるのか知

ってもらい、河川環境について学んでほしい

と考えています。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―普段、川で遊ぶことが無い子ど

もたちは毎年、楽しみにしてくれ

ているようです。 

私たちも、子どもたちと一緒になって魚捕りに夢中になってしまいます。いつまで

もきれいな沼田川を守って行けるように、これからも続けていきたい活動です。 

 

  

わにぶちの滝 
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(23)つつじの里づくり 

活動している人たち 後谷つつじの里づくりの会 

○どんな活動？ 

－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

する活動をしています。 

「エコネットひがしひろしま」と協働し、5 月に、

「つつじの里づくり＆薪づくりプロジェクト」を開

催し薪ステーションの拠点づくりの準備を進め、

10 月は「里山の木や草花の観察会と下草刈り体験」

で親子連れの14名が植物の観察と下草刈りを行い

つつじの里の手入れをしました。 

更に 11月には、賀茂地方森林組合の方を講師に

招き、チェーンソーの扱い方から薪割り体験を実施

し、つつじの里の整備で発生する雑木を有効利用す

る仕組みづくりにつなげました。 

○おすすめのポイントは？ 

－一人でも多くの方の憩いの場となるよう

に、地域の方々と一緒になってこの活動を続

けています。 

秋から初夏までの期間をメインに活動しており、

皆さんの協力を得ながら、つつじの里の 

整備と雑木の有効利用が進んでいます。 

 

 

(24)ぼかし肥料づくり教室 

活動している人たち 乃美地区 公衆衛生推進協議会 

○どんな活動？ 

－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ています。 

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ものです。作り方教 

室には多くの地域住民が参加しています。 

○おすすめポイントは？ 

－水路や河川の水質保全につながります。 

ぼかし肥料は、地域の水にも作物にもやさしい肥料です。また、地域の水がきれい

になることで農地に引く水もきれいな水を使うことができます。 
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(25)椋梨川河川敷の石拾い 

活動している人たち 
町おこし団体 あちこち（広島大学）・ 

you 愛 sun こうち 

○どんな活動？ 

－「リバーサイドフェスティバル」の会場の河川敷の整備をしています。 

河内町の最大のイベント「リバーサイドフェ

スティバル」の会場である、椋梨川の河川敷で

池に溜まった石の除去作業を行いました。除去

した石は、小さいものからサッカーボールくら

いの石まであり、手作業で運び出すのは大変で

したが、大学生のマンパワーを活かすことがで

きました。 

 

○活動をしてみた成果は？ 

－住民の皆さんに声をかけていただき、河内町の方と仲良くなれました。 

住民の方と交流でき、リバーサイドフェスティバルで安全に遊んでいただけるよう

お手伝いができて有意義でした。また、リバーサイドフェスティバル当日も、出店の

お手伝いをさせてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内町の風景だポン！ 

安芸津町の風景だポン！ 

深山峡 

出典：東広島アーカイブス 

安芸津の海 
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(26)正福寺山公園の環境への取り組み 

活動している人たち 正福寺山公園協会とボランティアグループ 

○どんな活動？ 

－安芸津町の正福寺山公園美化活動－ 

安芸津町の正福寺山公園は、会員が草刈作業をしたり古枝を落としたりして、

公園の美化活動に取り組んでいます。 

（園内の道路では毎朝ほうき掛けを行ない、気持ちのよい公園を目指しています。） 

また、公園周囲に竹が勢力を拡げており、もとの山に戻そうと商工会青年部と合同で竹の

伐採を数年間に渡って取り組んでいます。 

 

○おすすめポイント 

この公園は昭和 9 年に公園創設の機運が

高まり、桜の試植を行ないました。 

その後、生育が確認されたため、昭和 24

年に本格的に公園造りに取り組みました。 

皆様の記念樹等により、今では千本

を超える桜樹が育ち、桜越に見る三津

湾は心洗われるほど美しいです。 

 

(27)ホームページ等による活動情報の発信 

活動している人たち エコネットひがしひろしま 

○どんな活動？ 

－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ています。 

エコネットひがしひろしまのホームページでは、会員の活動

状況などをご覧いただけます。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

しています。 

 

○おすすめポイントは？ 

―他の環境団体・企業と情報交換ができます。 

エコネットひがしひろしまでは会員同士の交流を深め

るために、交流会を開催しています。交流会に参加して環

境活動に一緒に取り組む仲間をみつけませんか。 

エコネットひがしひろしまホームページ  http://go-eco.me/ 

エコネットひがしひろしま で検索！ 
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(28)ひがしひろしま環境フェア 201６開催 

活動している人たち 
ひがしひろしま環境フェア実行委員会・ 

市 環境対策課 

○開催概要 

１ 日 時  平成２８年７月２３日（土） １０:００～１６:００ 

２ 場 所  西条中央公園及びグラウンド 

３ 実施主体 

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 

４ 来場者数 4,200 人 

５ 内容・展示等 

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きました。 

 

★「スマートシティゾーン」 

・スマートハウスの紹介（家庭用燃料電池、 

太陽光発電、蓄電池等）ほか 

★「環境イノベーションゾーン」 

・エコカー（電気自動車、水素自動車）、水力発電模型展示ほか 

★「ひがしひろしま環境スタイルゾーン」 

・環境関連団体活動紹介、浄化槽の微生物観察や木工教室ほか 

★「ゼロエミッションゾーン」 

・剪定枝粉砕車、みみずコンポスト、バイオディーゼル燃料に関する展示、下水道汚泥

由来の堆肥ほか 

 

その他、地産地消飲食ブースや大学生による夏休み自由研究相談コーナー 
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(1)ハイブリッドカーの導入 

活動している人たち 株式会社東広島タクシー 

○どんな活動？ 

－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

ています。 

本社と安芸津の営業所に計１5 台配備していま

す。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てい

ます。 

 

○おすすめポイントは？ 

－車体は環境を意識した鮮やかなデザ

インを採用しています。 

街と自然に調和しながら東広島市内でもひときわ目を引くタクシーです。エコタク

シーを指定しての配車も可能です。 

 

(2)東広島の景観パンフレット作成 

活動している人たち 一般社団法人東広島青年会議所 

○どんな活動？ 

－郷土の美しい景観を明日に引き継ぐために、「もっと酔える東広島に景観永遠

（とわ）」を作成・発行しました。 

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ます。インタ

ーネット上でも公開していますので 景観永遠 東広島 

で検索してご覧ください。 

 

○冊子に込められた想いは？ 

－市民の皆さんにとって景観保全を考えるきっかけになってほしい。 

景観とはその時代の象徴であり、例えば伝統文化、郷土愛、環境問題など様々な分

野との繋がりの結果としての表れでもあります。また景観を追求していけば、景観だ

けでなく様々な分野で、本当にこれから後世に伝えてくべき事が、自然と見えてくる

のではないかと考えています。 

ここでは、事業者の活動事例を紹介

しているポン！ 

４ 事業者の活動編 
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(3)ボイラーの運転効率化によるエネルギー使用量の低減 

活動している人たち 株式会社神戸製鋼所 西条工場 

○どんな活動？ 

－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

進めています。 

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。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―この結果、灯油原単位は約 35％の削減、年間 CO2排出量は約 4.84t の削減

ができました。 

※ 平成 25年度省エネ大賞 省エネ事例部門 省エネルギーセンター会長賞受賞 

 

(4)コージェネレーションシステム（CGS）の導入 

活動している人たち マイクロンメモリ ジャパン株式会社 

○どんな活動？ 

－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ます。 

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を稼働させています。 

 

 

○コージェネレーションシステムとは？ 

－自社工場での生産過程で発生する熱などを無駄にしないシステムです。 

自社で発電する際に発生する原動機の排ガスや冷却水の熱を蒸気または温水とし

て取り出し、冷暖房などに使用しています。 

エネルギーの有効活用で、地球温暖化防止にもつながります。 
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(5)景観環境対策 

活動している人たち 福富物産しゃくなげ館 

○どんな活動？ 

－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

化に努めています。 

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
あい

」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ます。 

 

○おすすめのポイントは？ 

―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ており

ます。 

 

(6)エコマークの認定 

活動している人たち 株式会社サンヨーコーポレーション 

○どんな活動？ 

－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ました。 

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です。 

 

○認定のポイントは？ 

－繊維部分が綿 100％であることなどの認定要件をクリアしています。 

その他に、 

・過酸化水素による酵素漂白綿であって、無塩素で蛍光増白剤を使用していない 

・製品への化学物質の使用については、基準値を満たしている 

という要件をクリアしました。 
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(7)自社の生乳を使用した加工品の商品開発 

活動している人たち 有限会社トムミルクファーム 

○どんな活動？ 

－自社の牧場で搾乳した生乳から、様々な商品を開発しています。 

牛乳をはじめ、プリンやジャム、ジェラート等の、

加工製品のほか、牛乳と地域食材を使った、みるくカ

レーやポタージュ、ミネストローネ、みるくラーメン

等、地域産品を生かしながら商品開発を行っています。 

このように、当社では、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ています。 

（平成 23 年度 六次産業化法に基づく認定） 

 

 

○おすすめのポイントは？ 

―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ます。 

 

(8)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 

活動している人たち 農事組合法人ファーム・おだ 

○どんな活動？ 

－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、

販売まで行っています。 

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ています。 

また、近隣の畜産農家と連携し、年間 1,500t

の牛ふん堆肥を使用する環境にやさしい農業

を展開しています。 

 

○周辺の環境の変化は？ 

－化学肥料や農薬の使用量が半減し、地域の水質が改善されました！ 

地域を流れる小田川ではホタルやカワニナなどが見られるようになりました。 

また、稲わらを畜産農家に提供し、牛ふん堆肥を農地に施用することで、炭素を農

地に固定化でき、地球温暖化の防止にもつながっています。 
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(9)堆肥を用いた農業の推進 

活動している人たち 農事組合法人ファーム・おだ 

○どんな活動？ 

－米の収穫後に出た稲わらと、牧場から出た牛ふんを堆肥として交換。その堆肥

を環境保全型農業へ活用しています。 

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ていま

す。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

全型農業を推進しています。 

 

○おすすめポイントは？ 

－化学肥料の使用が減り、水質保全にもつながっています。 

環境負荷の高い化学肥料を使用しないことから、小田川など近隣の河川への影響も

減り、ホタルが増えるなど水質保全にもつながっています。 

 

(10)生ごみ処理機の導入 

活動している人たち 入野光保育園 

○どんな活動？ 

－野菜などの残りを、生ごみ処理機を使って有機肥料化しています。 

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、食物を育てています。 

 

○園児たちの意識の変化は？ 

－園児たちは市が行う環境学習講座を

受講し、ごみの減らすことや分別する

ことの大切さを学び、今では教室に設

置された２つのごみ箱に、きちんと分

別してごみを捨てるようになりました。 
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(11)海域・海岸清掃活動 

活動している人たち 安芸津漁業協同組合・早田原漁業協同組合 

○どんな活動？ 

－海域・海岸清掃－ 

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

行っています。 

三津湾内では、各組合員が漁船を出して浮遊物を

回収し、海岸では、主に女性たちが漂着ゴミを回収

します。特に、夏の時期は梅雨の影響もあり漂流物

が多く見られるため、広島大学生物生産学部の学生

と指導員が漁業体験授業の一環として海の掃除に

参加してくれて、見る見るうちに浜がきれいになっ

ていきました。 

 

○おすすめポイント 

－環境資源を守る－ 

三津湾は、安芸津の特産品である牡蠣の養 

殖が盛んに行われている大切な環境資源です。 

この清掃活動を続けながら、これからも三津湾の美しい風景を守っていきます。 

 

  

事業者のみなさんもいろいろな環境活動に取り組んでいるポン！ 
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(12)ひろしまの森づくり事業 

活動している人たち 大多田生産森林組合 

○どんな活動？  

―ひろしまの森づくり― 

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、神社の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毎年行っています。 

昨年の活動は、呉武田学園付近にある植樹地に植

栽して、大多田子供会の卒業生 6名が 60 本の桧の

苗を植え付けることができました。 

 

○いちおしポイント 

―環境の心を育てる取り組み― 

大多田生産森林組合では、大多田地区の森

林財産につながる植樹活動のお手伝いを通

じて、これからも環境と心を育てる取り組み

に、携わっていきたいと思っています。 

 

(13)みみずコンポスト 

活動している人たち 光和商事株式会社 

○どんな活動？ 

－生ごみを堆肥化できる、みみずを使ったコンポストを開発しました。 

家庭から出た生ごみは、汚い・臭いと敬遠されがちですが、

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ます。 

生ごみを少しでも堆肥化していただくための手段として

環境に優しいみみずを使った生ごみコンポスト容器を開発

しました。 

 

○おすすめポイントは？ 

－小さなことからコツコツと、地球のために始めましょう。 

このみみずコンポストは、①臭わない、②電気を使わない、③安くて手頃、④場所

を取らない、⑤いつでも処理できる、⑥良質な堆肥ができる、という特徴があり、ゴ

ミの減量にもつながります。 


