
 

 

平成 30年度事業報告 

１ 一般会計 

 

(1) 環境保全実践活動事業 

開催日 名 称 開催場所 内   容 

10月６日（土） クリーン＆サン

フレッチェ 

エディオンスタ

ジアム周辺 

エディオンスタジアム周辺で環境美

化活動等を行った後，参加者でサンフ

レッチェの試合を観戦し，交流を深め

た。 

【参加者数】230名 

（300名を当選としたが，台風到来によ

り実参加者数減） 

 家庭における省

エネ行動の促進 

  広島県が実施する「家庭における省

エネ行動の促進」事業について，協力

した。 

〇「ひろしまエコチャレンジ」への登

録を呼びかけるチラシを作成・配布 

〇クリーン＆サンフレッチェや出展し

た啓発イベントにおいて，来場者に対

し「ひろしまエコチャレンジ」登録を

呼びかけ 

〇「ひろしまエコチャレンジ」への企

業協賛の取りまとめ 

 

 

(2) 講演会事業 

開催日 名 称 開催場所 内   容 

５月 23日（水） 環境講演会 

（総会終了後） 

メルパルク広島 【演題】２０３０年のＳＤＧｓの達成

に向けて 

【講師】一般財団法人建築環境・省エ

ネルギー機構 理事長 

村上 周三 氏 

【参加者数】96名 

１月 24日（木） 環境講演会 

 

メルパルク広島 【演題】「ＳＤＧｓが変える社会と経済 

～世界・日本・企業の事例を 

ふまえて～」 

【講師】株式会社大和総研調査本部 

 研究主幹 

河口 真理子 氏 

【参加者数】80名 

 

 



 

 

(3) 環境普及啓発事業 

開催日 名 称 開催場所 内   容 

６月３日（日） 「環境の日」ひ

ろしま大会 
（県，広島市，(一財)

広島県環境保全公社，

(一財)広島県環境保

健協会との共催） 

県庁前広場 ６月の環境月間行事の一環として，

県民が環境保全についての理解を深

め，積極的な環境活動への意欲を高め

る目的で開催した。 

〇ひろしま環境賞表彰 

〇環境月間ポスター表彰 

〇ステージイベント 

〇環境活動展示 

〇環境クイズラリー 

〇本の交換市 

【来場者数】約 3,600名 

通年 環境にやさしい

まち福山実行委

員会 
（中国地方整備局福

山河川国道事務所，県

東部厚生環境事務所

福山支所，福山商工会

議所，(一財)広島県環

境保全公社，(一財)

広島県環境保健協会，

福山市と構成） 

福山市千田浄水

場，芦田川水辺

公園，福山クリ

ーンセンター，

福山市東部市民

センター ほか 

環境月間や３Ｒ推進月間を中心に，

環境保全意識の高揚を図るための行事

を開催した。 

〇水道展 

〇芦田川の水と遊ぼう 

〇リサイクルフェスタ 

〇福山市環境学習推進校学習発表会 

〇ふくやま環境賞表彰式 ほか 

７月 23日（月） 2018 ひろしま温
暖化ストップ！
フェア 

シャレオ中央広

場 

豪雨災害のため中止 

９月 23日（日） 平成 30年度脱・
温 暖 化 フ ェ ア
（第 20回ひろし
まバスまつり） 

広島市中小企業
会館 

環境省，経済産業省，脱温暖化セン
ターひろしま，広島市地球温暖化対策
地域協議会とともに，ブース出展した。 
【来場者数】17,000名 

 

  



 

 

(4) 環境管理促進事業 

開催日 名 称 開催場所 内   容 

【福山会場】 

12月４日（火） 

【広島会場】 

12月 12日（水） 

 

環境内部監査員

養成セミナー 

【福山会場】 

福山プラザホテ

ル 

【広島会場】 

広島オフィスセ

ンター 

 

内部監査員養成セミナーとして，

ISO14001:2015 環境マネジメントシス

テム規格やマネジメントシステム監査

の解説（概要）等を実施 

【講師】㈱日本環境認証機構 

講師 佐能 宗治 氏 

【受講者数（福山）】11名 

   （会員：10名，一般：１名） 

【受講者数（広島）】26名 

 （会員：20名，一般：６名） 

【福山会場】 

12月５日（水） 

【広島会場】 

12月 13日（木） 

 

環境法令解説セ

ミナー 

【福山会場】 

福山プラザホテ

ル 

【広島会場】 

広島オフィスセ

ンター 

 

ISO14001：2015 に対応した環境法

令・条例の解説を実施 

【講師】㈱日本環境認証機構 

講師 佐能 宗治 氏 

【受講者数（福山）】11名 

   （会員：10名，一般：１名） 

【受講者数（広島）】18名 

 （会員：13名，一般：５名） 

 

(5) 環境学習・先進地視察等事業 

開催日 名 称 訪問先 内   容 

【福山発】 

８月８日（水） 

 

 

【広島発】 

８月９日（木） 

 

こどもエコ学習

ツアー 

【福山発】 

NHK 広島放送局，

IROHA village 藤

い屋 

【広島発】 

JFE スチール福山

工場，鯛匠の郷 阿

藻珍味 

夏休みに子どもとその保護者が，会

員企業・団体等の施設を見学し，環境

について学習するツアーを実施した。 

【参加者数】 

福山発コース 41名 

広島発コース 37名 

 

２月 18日（月）～

19日（火） 

 

環境先進企業視

察会（広島商工

会 議 所 との 共

催） 

神戸水素ＣＧＳエ

ネルギーセンタ

ー，川崎重工業㈱

ロボットショール

ーム，パナソニッ

クエコテクノロジ

ーセンター㈱ 

先進的な環境関連施設等の視察を

通じ，会員の環境配慮に対する理解を

深めるために実施 

【参加者数】14名 

 

 

 



 

 

(6) 廃棄物抑制啓発広報事業 

３Ｒの取組を積極的に進める事業者，個人，団体，学校等の紹介を通じて，３Ｒの意義を伝

え実践を呼びかけるテレビ広報番組等を作成・放映した（広島テレビ放送株式会社に委託）。 

１ テレビ番組 

・スポットＣＭ 

「３Ｒ俳句・川柳募集キャンペーン」 

キャンペーン告知及び優秀作品紹介ＣＭ 30年８月～31年３月 500本放送 

街頭ビジョン（本通りナビア）で，12月中 300本放映 

・テレビ番組 

「テレビ派」環境特集７回  10月４日（木），11月１日（木），11月 29日（木）， 

12月 20日（木），１月 31日（木），２月 28日（木），3月 21日（木） 

「てっぺん」 10月 26日（金） 

 「知っとる！？」 10月 31日（水） 

 ※「知っとる」及び「てっぺん」ではフォーラム主催の「クリーン＆サンフレッチェ」 

  の模様を紹介 

２ その他 

・読売新聞広島版に，３Ｒの基礎知識を訴求する広告を掲載 

・専用ＷＥＢサイトを作成し，３Ｒについての解説及び「３Ｒ俳句・川柳募集キャン 

ペーン」，「テレビ派」環境特集を広報 

 

(7) 環境活動支援事業 

名 称 内   容 

環境活動支援助成金 学校，団体等が会員と連携し地域において実施する環境

活動の取組を支援するため，当該環境活動に係る経費を助

成した。 

【助成金額】１校・団体につき，上限 10万円 

【助成対象校・団体数】２校，１団体 

 

 

 

 

２ 特別会計 

 

名 称 内   容 

 省エネサイト協賛とりまとめ 協賛金をもとに「ひろしまエコチャレンジ」ポイント特

典等を購入 

 

 

 

 

 



 

 
 

１　収入の部 （単位：円）

区   　　 分 予算額 決算額 差　　異 摘要

１　会費 6,400,000 6,297,000 △ 103,000

２　セミナー参加費 800,000 525,000 △ 275,000

３　補助費 5,000,000 5,000,000 0
県補助金（廃棄物抑制
啓発広報）

４　寄附金 120,000 155,915 35,915

５　雑収入 150 50 △ 100 預金利息

６　前年度繰越金 4,338,724 4,338,724 0

合　　　計 16,658,874 16,316,689 △ 342,185

２  支出の部 （単位：円）

区     　 分 予算額 決算額 差　　異 摘要

１  事業費 14,200,000 9,731,206 4,468,794

　（1）環境保全実践活動事業費 1,840,000 893,480 946,520 クリーン＆サンフレッチェ等

　（2）講演会事業費 1,200,000 984,390 215,610

  （3）環境普及啓発事業費 1,000,000 713,190 286,810
「環境の日」ひろしま大会負担
金等

　（4）環境管理促進事業費 2,900,000 994,664 1,905,336 環境マネジメントセミナー

　（5）環境学習・先進施設視察等事業費1,660,000 923,462 736,538
環境学習ツアー
環境先進企業視察会

　（6）廃棄物抑制啓発広報事業費 5,100,000 5,002,540 97,460 放送局への委託料等

　（7）環境活動支援事業費 500,000 219,480 280,520

２  管理費 2,100,000 1,449,330 650,670

３　予備費 358,874 0 358,874

合      計 16,658,874 11,180,536 5,478,338

（単位：円）

預金区分 期首残 期末残

広島銀行 784,474 1,810,877

もみじ銀行 1,701,207 1,582,219

広島信用金庫 1,853,043 1,743,057

計 4,338,724 5,136,153

平　成　30　年　度　収　支　決　算

一般会計



 

 

 

１　収入の部 （単位：円）

区   　　 分 予算額 決算額 差　　異 摘要

省エネサイト協賛 200,000 130,000 △ 70,000

合　　　計 200,000 130,000 △ 70,000

２  支出の部 （単位：円）

区     　 分 予算額 決算額 差　　異 摘要

省エネサイト協賛 200,000 126,264 △ 73,736

合      計 200,000 126,264 △ 73,736

（単位：円）

預金区分 期首残 期末残

広島銀行 0 3,736

計 0 3,736

特別会計


