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宣  言  文 

 

 20 世紀に広まった大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムは、

私たち人類に便利で快適な暮らしをもたらしてくれました。 

 しかし、そのことは同時に、自然環境に多大な負荷を与える結果とな

り、廃棄物問題、地球温暖化、オゾン層の破壊などの地球環境問題へと

拡大しています。このため、環境への負担が少ない持続可能な循環型社

会に向けた取組が必要です。 

 磐田市役所は、市内有数の温室効果ガスを排出している事業所でもあ

ります。 

 私は、改革はまず市役所から、改革推進は市長・市役所職員からと、

これまでも強く訴えてきました。 

 このことから、すべての職員が、この「磐田市環境方針」に定めた 

基本理念と基本方針を理解し、磐田市を「環境にやさしいまち いわた」 

              にしていくため、磐田市役所が率先して、 

              環境施策の推進、経費の削減を目指し、 

              「エコアクション 21（ea21in いわた）」 

              に取り組むことを、ここに宣言するもの 

              です。 

                    平成２２年８月３１日 

                    磐田市長  渡部  修 
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磐田市環境方針 

 
【基本理念】 
磐田市は、環境基本条例及び環境基本計画（後期基本計画）に基づき、全職員が一
丸となって、地球的視野に立った環境の保全と創造を推進するため、率先
して取り組んでいきます。 

私たちのまち磐田市は、斜面林に囲まれる磐田原台地を中心に、北に森林地
帯、西に天竜川、東に太田川を配し、南の遠州灘に臨む、豊かで多様な自然に
恵まれ、日本一のトンボの宝庫である桶ケ谷沼に象徴されるような身近に自然
とふれあえる優れた環境を有しています。 
健全で恵み豊かな環境を保全することは、私たちが健康で文化的な生活を営

む上での最重要課題であり、また、その環境を将来の世代に引き継いでいくこ
とは、私たちの責務です。 
私たちは、自然の恵みなしに生存できないことを認識するとともに、自らの

生活様式や社会経済活動のあり方を見つめ直し、環境への負荷の少ない持続的
発展が可能な社会を構築していかなければなりません。 
       ～「磐田市環境基本条例 前文」より～ 

【基本方針】 
１ 磐田市環境基本計画（後期基本計画）の６つの環境目標「1.自然環境の保全、2.
快適な環境の創造、3.健康の保護及び生活環境の保全、4.循環型社会の実現、5.地
球環境の保全、6.環境教育・環境保全活動の推進」に基づき、「市の取り組み」を
推進します。 

２ 磐田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、省資源・省エネルギー、
廃棄物の減量化及びリサイクルの推進、環境に配慮した物品の購入等について、目
標と計画の達成期間を定めるとともに、定期的に見直し、継続的な改善活動を行い
ます。 

３ 職員を対象とした研修会等を実施し、環境意識の向上に努めます。 

４ 環境関連法令を遵守し、継続的な環境の保全に努めます。 

５ 環境方針及び環境改善活動の結果については、全職員に周知するとともに、広く
市民に公開します。 

 
 
                     平成２７年 １月２７日 
 
                     磐田市長  渡 部  修 
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１．組織の概要 
 
   自治体名及び代表者名 
    磐田市役所 
    代表者  磐田市長 渡部 修 
 
   所在地 
    静岡県磐田市国府台３番地１ 
 
   環境管理責任者氏名 
    磐田市環境水道部長 髙田 眞治 
 
   担当課 
    磐田市環境水道部環境課 
    Tel ０５３８－３７－４８７４ 
    Fax ０５３８－３７－５５６５ 
    E-mail：kankyo@city.iwata.lg.jp 
 
   事業活動の内容 
    地方行政事務 
 
   事業の規模 
    職員数（平成 26 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  ３，２５３人 
    延べ床面積（平成 25 年度末）         ５１０，４５６．９９㎡ 
 
   認証・登録の範囲 
    磐田市役所庁舎（本庁舎、西庁舎、iプラザ、各支所ほか）   
    職員数（平成 26 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  １，２２６人 
    延べ床面積（平成 25 年度末）          ８９，９６６．７２㎡ 
 

 

《認証・登録範囲の拡大について》 
エコアクション２１の認証・登録範囲ついては、最終的には市役所の全施設を

対象とします。今回の更新時の登録範囲は、当初の市役所本庁舎、西庁舎、ｉプ
ラザと、最初の更新時に拡大した各支所及び市長部局の出先機関（保育園・幼稚
園を除く）、消防及び教育委員会の関連施設（小中学校を除く）から、小中学校、
幼稚園、保育園、こども園へと拡大し、次期更新時には、指定管理施設等へと順
次認定範囲を拡大していくことを目指します。 
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２．実施体制 
   エコアクション２１の推進体制 
   エコアクション２１環境経営システムを構築・運用し、環境への取組を実施するために効果的
な実施体制を組織します。エコアクション２１においては、市長が組織の代表者となります。 

   管理統括部門に、環境管理委員会とエコオフィス部会を設置します。 
   また、各課・施設における環境への取組の推進と環境負荷と環境への取組状況の報告のため、
実行部門の全部署に環境管理推進員を設置します。 

   なお、磐田市役所におけるエコアクション２１環境経営システムを“ea21 in いわた”と称す
ることとします。 

 
【推進体制】                                                             H27.4.1現在 
                 ・環境方針の策定 
                 ・環境目標、環境活動計画の承認 
                 ・環境管理委員会へ見直し等の検討指示 
 
 
 
 
                          ・システム及び取組状況の内部監査 
 
 
                              ・環境管理全般に係る事項 
                               の検討、調整、決定 
  
 
 
 
                       ・環境活動レポートの検討 
                       ・環境管理システムの運用状況の点検、評価 
  
 
                     ・各部署の環境活動取組目標の作成 
                     ・各部署の取組みをチェック 
 
                     ・各部署の環境活動取組目標の素案作成 
                     ・環境負荷と環境への取組状況の記入 
 

・環境管理システムの運用、実施 
・各自の環境活動取組目標の作成 

 
 
 
 
 
 

≪代表者≫ 
市長 

≪副代表者≫ 
副市長 

監査部門 

管

理
統
括
部

門 

実
行

部
門 

≪環境管理委員会≫ 
・委 員 長：環境水道部長≪環境管理責任者≫ 
・副委員長 ：総務部長 
・委  員 ：部局長 

≪エコオフィス部会≫ 
・部会長：環境課長 
・委 員：各部・支所を代表する課長

≪実行組織責任者≫ 
・各部署の長 

≪環境管理推進委員≫ 

≪すべての職員≫ 

  ・環境管理委員会等の庶務 
  ・職員研修等の実施 
  ・環境活動レポート案の作成 
  ・環境活動レポートの公表 

事務局  
・エネルギー使用量調査票の記入 
・省エネを目的とした改修計画の検討 

庁舎等管理担当課 
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  　エコアクション２１の対象部署(網掛けの範囲はすべて取組対象）
（平成26年度組織図）

<認証・取得サイト>

組織

《市長部局》 総務部 総務課 総務課
職員課 職員課
情報ｼｽﾃﾑ課 情報ｼｽﾃﾑ課
自治振興課 自治振興課 福田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

竜洋ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
豊田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
豊岡地域活動ｾﾝﾀｰ
豊田町駅北駐車場
豊田町駅南駐車場

交通政策室 交通安全教育ｾﾝﾀｰ
【栄町自転車等駐車場】

【豊田循環バス】
危機管理課 危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ
契約検査課 契約検査課

企画部 秘書政策課 秘書政策課
市長公室
文化・体育施設等整備室

広報広聴課 広報広聴課
市民相談センター

財政課 財政課 【ﾘﾍﾞｰﾗ磐田市営駐車場】

市税課 市税課
 収納課 収納課

市民部 市民活動推進課 市民活動推進課 ─ 男女共同参画ｾﾝﾀｰ
市民活動センター

福田公民館 国際交流協会
竜洋公民館 多文化交流ｾﾝﾀｰ

岩田公民館
大藤公民館
向笠公民館
田原公民館
南御厨公民館
西貝公民館
南公民館
長野公民館
見付公民館
中泉公民館
豊田北公民館
豊田西公民館
豊岡東公民館
学習等供用施設竜洋会館

豊田農村環境改善ｾﾝﾀｰ

スポーツ振興室 豊岡総合ｾﾝﾀｰ
【総合体育館外11施
設】
【東大久保運動公園(公
園緑地部分)外3施設】
【磐田ｽﾎﾟｰﾂ交流の里ゆめ
りあ球技場外5施設】

【福田屋内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝ
ﾀｰ外12施設】
【竜洋海洋ｾﾝﾀｰ体
育館外6施設】
【ｱﾐｭｰｽﾞ豊田外9施
設】

文化振興課 文化振興課 なぎの木会館
【新造形創造館】 熊野伝統芸能館

市民文化会館 【香りの博物館】 池田の渡し歴史風景館
文化振興センター

市民課 市民課

健康福祉部 国保年金課 国保年金課
福祉課 福祉課 ふれあい会館

介護保険室 【福田健康福祉会館】
【豊田福祉ｾﾝﾀｰ】
【豊岡地域福祉ｾﾝﾀｰ】

【老人ﾎｰﾑ楽寿荘】
【竜洋老人福祉ｾﾝ
ﾀｰ外3施設】

健康増進課 健康増進課 急患ｾﾝﾀｰ

認証・取得サイト以外の課・室・施設【指定管理施設を含む】

本庁舎・西庁舎・iプラザ(環
境管理推進員を配置する
部署）

実行組織を構成する施設等
（環境管理推進員を配置する
施設）

所管課等が一括運営する施設
等
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<認証・取得サイト>

組織

認証・取得サイト以外の課・室・施設【指定管理施設を含む】

本庁舎・西庁舎・iプラザ(環
境管理推進員を配置する
部署）

実行組織を構成する施設等
（環境管理推進員を配置する
施設）

所管課等が一括運営する施設
等

こども部 子育て支援課 子育て支援課 子育て支援総合ｾﾝﾀｰ 各子育て支援ｾﾝﾀｰ
発達支援室 福田児童館

豊岡児童館
こどもの森のひろば

幼稚園保育園課 幼稚園保育園課 磐田北保育園
二之宮保育園
福田保育園
竜洋西保育園
竜洋東保育園
竜洋北保育園
豊田西保育園
豊田北保育園
豊田南第3保育園

磐田北幼稚園
磐田南幼稚園
大藤幼稚園
向笠幼稚園
長野幼稚園
岩田幼稚園
田原幼稚園
東部幼稚園
磐田中部幼稚園
南御厨幼稚園
磐田西幼稚園
豊浜幼稚園
ひまわり幼稚園
福田中幼稚園
福田西南幼稚園
竜洋幼稚園
豊田南幼稚園
豊田北部幼稚園
青城幼稚園
豊田東幼稚園
豊岡北幼稚園
豊岡南幼稚園

産業部 産業政策課 産業政策課
商工観光課 商工観光課 観光案内所

【勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ】 ﾘｻｲｸﾙﾊﾞﾝｸ・マガモ
職業訓練校

農林水産課 農林水産課 於保農村婦人の家
【豊岡地場産品ふれあい施設】 福田農業振興ｾﾝﾀｰ

豊岡生活改善ｾﾝﾀｰ
豊田農村環境改善ｾﾝﾀｰ

福田農村環境改善ｾﾝﾀｰ

建設部 道路河川課 道路河川課 道路河川課分室 ポンプ場(9箇所）
都市計画課 都市計画課 風力発電所

【竜洋昆虫自然観察公園】

【竜洋海洋公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場】

【竜洋海洋公園ﾚｽﾄﾊｳｽ】

建築住宅課 建築住宅課 市営住宅(15団地）
都市整備課 都市整備課

環境水道部 環境課 環境課 桶ケ谷沼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
聖苑

ごみ対策課 ごみ対策課 厚生会館
竜洋最終処分場

クリーンセンター 衛生プラント
一般廃棄物最終処分場

水道課 水道課 水源管理ｾﾝﾀｰ
上下水道料金ｾﾝﾀｰ

下水道課 下水道課 豊岡クリーンセンター
農業集落排水処理施設（3ヶ所）

会計管理者 会計課 会計課

議会 議会事務局 議会事務局

監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局
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<認証・取得サイト>

組織

認証・取得サイト以外の課・室・施設【指定管理施設を含む】

本庁舎・西庁舎・iプラザ(環
境管理推進員を配置する
部署）

実行組織を構成する施設等
（環境管理推進員を配置する
施設）

所管課等が一括運営する施設
等

[支所] 福田支所 市民生活課 市民生活課

竜洋支所 市民生活課 市民生活課

豊田支所 市民生活課 市民生活課

豊岡支所 市民生活課 市民生活課

《教育委員会》 教育部 教育総務課 教育総務課 磐田北小学校
学校給食管理室 磐田中部小学校

磐田西小学校
大原学校給食ｾﾝﾀｰ 磐田南小学校
豊田学校給食ｾﾝﾀｰ 東部小学校
豊岡学校給食ｾﾝﾀｰ 大藤小学校

向笠小学校
長野小学校
岩田小学校
田原小学校
富士見小学校
福田小学校
豊浜小学校
竜洋東小学校
竜洋西小学校
竜洋北小学校
豊田南小学校
豊田北部小学校
青城小学校
豊田東小学校
豊岡南小学校
豊岡北小学校
豊岡東小学校
磐田第一中学校
城山中学校
向陽中学校
神明中学校
南部中学校
福田中学校
竜洋中学校
豊田中学校
豊田南中学校
豊岡中学校

学校教育課 学校教育課 ─── 教育支援ｾﾝﾀｰ
中央図書館 中央図書館

福田図書館
竜洋図書館
豊田図書館
豊岡図書館

文化財課 文化財課 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文書館 旧見付学校

旧赤松家記念館
竜洋郷土資料館
豊岡農村民俗資料館

[消防] 消防本部 消防総務課 消防総務課 　
警防課 警防課 　
予防課 予防課 　
消防署 消防署

東部分遣所
福田分遣所
竜洋分遣所
豊田分遣所
豊岡分遣所
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<認証・取得サイト>

組織

認証・取得サイト以外の課・室・施設【指定管理施設を含む】

本庁舎・西庁舎・iプラザ(環
境管理推進員を配置する
部署）

実行組織を構成する施設等
（環境管理推進員を配置する
施設）

所管課等が一括運営する施設
等

《病院》 教育研修室 教育研修室
医療安全推進室 医療安全推進室
よろず医療相談室 よろず医療相談室
地域医療連携室 地域医療連携室
医療情報室 医療情報室

第１医療部 内科 内科
精神科 精神科
神経科 神経科
呼吸器内科 呼吸器内科
消化器科 消化器科
循環器科 循環器科
リウマチ科 リウマチ科
小児科 小児科
血液内科 血液内科
腎臓内科 腎臓内科

第２医療部 外科 外科
消化器外科 消化器外科
血管外科 血管外科
呼吸器外科 呼吸器外科
形成外科 形成外科
整形外科 整形外科
脳神経外科 脳神経外科
皮膚科 皮膚科
泌尿器科 泌尿器科
産婦人科 産婦人科
眼科 眼科
耳鼻いんこう科 耳鼻いんこう科
歯科口腔 歯科口腔

第３医療部 放射線診断科 放射線診断科
放射線治療科 放射線治療科
麻酔科 麻酔科
臨床検査科（病
理） 臨床検査科（病理）
救急科 救急科
緩和医療科 緩和医療科

医療技術部 放射線技術科 放射線技術科
臨床検査科 臨床検査科
栄養科 栄養科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術
科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科

臨床工学科 臨床工学科

薬剤部 薬剤部

看護部 第１看護科 外来
腎センター
手術室

第２看護科 集中治療室
３階西病棟
４階東病棟
４階西病棟
５階東病棟
５階西病棟
６階東病棟
６階西病棟
７階東病棟
７階西病棟

事務部 医療支援課 医療支援課 院内保育園
経営企画室 経営企画室
医事課 医事課 健診センター
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３．エコアクション２１に係る環境目標と環境への負荷の状況 
 
１．地域環境の保全・創造に向けた取組 
 「磐田市環境基本計画（後期基本計画）」に基づき、本市の望ましい環境像を実現させる
ため“市の取り組み”を推進します。 

２．自らの環境負荷を低減させるための取組 
(1)二酸化炭素排出量 
 平成 24 年度を基準(25,181.7t-CO2)として、平成 26 年度は２％に相当する 503t-CO2 を
削減し、平成 30 年度までに６％に相当する 1,511t-CO2 の二酸化炭素を削減することを目
標とします。 
 
(2)廃棄物排出量 
 廃棄物の排出量については、平成 24 年度の排出量（314,555t）を基準として、平成 26
年度は１％削減を、平成 30 年度までに３％に相当する 9,437t の廃棄物輩出量を削減する
ことを目標とします。 
 
(3)水使用量 
 平成 24 年度を基準(1,206,185  )として、平成 26 年度は２％削減し、平成 30 年度まで
に６％に相当する 72,371  の水使用量を削減することを目標とします。 
 
(4)コピー用紙 
 コピー用紙の購入量については、平成 24 年度（29,375,912 枚/A4 換算）を基準として、
平成 26 年度は平成 24 年度比１％増加程度、平成 30 年度までに７％に相当する 881,277 枚
（A4 換算）のコピー用紙購入量を削減することを目標とします。 
 
(5)グリーン購入率 
 平成 24 年度を基準(91.4％)として、平成 29 年度までに 100％とすることを目標としま
す。 
 
 
○平成 27 年度環境活動取組項目 
・平成 27 年度は５市町村が合併して 10 周年を迎えることから、当該年度における環境に
関する記念事業の計画を推進します。 
・「磐田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、目標達成に向けた取組を推
進します。 
・自治体イニシアティブ・プログラムを活用して、昨年度に引き続き市内中小事業者のエ
コアクション２１認証取得を促進します。 
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○エコアクション２１に係る環境目標の内訳 
 
       年度   
取組項目 

H24 年度 

(基準年度) 

H26 年度 

目 標 

H27 年度 

目 標 

H28 年度 

目 標 

H29 年度 

目  標 

H30 年度

目  標 

 二酸化 

炭素

（t-CO ） 

 

 

 

① 電気使用量 18,207.3 

対 24 年

度比２％

削減 

対 24 年

度比３％

削減 

対 24 年

度比４％

削減 

対 24 年

度比５％

削減 

対 24 年

度比６％

削減 

② ガソリン 381.9 

③ 灯油  1,406.4 

④ 軽油 255.1 

⑤ Ａ重油 3,301.2 

⑥ ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 

⑦ 天然ガス 0.5 

⑧ 都市ガス 809.7 

小計 25,181.7 24,678 24,426 24,174 23,923 23,671 

 廃棄物

（kg） 

 
 314,555 １％削減 1.5%削減 ２％削減 2.5%削減 ３％削減 

 水使用

量 

 （ ） 

 
1,206,185 ２％削減 ３％削減 ４％削減 ５％削減 ６％削減 

 コピー 

用紙 

（枚/A4） 

 
29,375,912 １％増加 ４％削減 ５％削減 ６％削減 ７％削減 

 グリー

ン購入

率 

（％） 

①用紙類 96.3 

平成 29 年度に 100％とする 

②納入印刷物 76.1 

③文具類 96.9 

④雑貨類 98.3 

⑤ｵﾌｨｽ家具類    97.1 

⑥木製受注家具 53.3 

⑦ＯＡ機器 96.4 

⑧家電製品 98.1 

⑨照明 88.8 

⑩公用車   100.0 

⑪制服・作業服 99.8 

⑫ｲﾝﾃﾘｱ･寝装 100.0 

⑬作業用手袋 77.5 

加重平均 91.4 94.8 96.6 98.3 100.0 100.0 

※目標年度は基準年度（平成２４年度）比の数字です。 
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４．環境目標の取組状況と評価 
 
(1) 二酸化炭素排出量 
市役所の全施設                 対 H24 年度比２％削減    単位：t-CO  

項目 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24 増減 H24 年度比 達成 

電気使用量 18,207.3 18,801.8 18,443.2 235.9 1.3% × 
ガソリン 381.9 380.3 374.8 △7.1 △1.9% × 
灯油 1,406.4 1,565.9 1,427.0 20.6 1.5% × 
軽油 255.1 248.1 220.0 △35.1 △13.8% ○ 
Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 △762.6 △23.1% ○ 
プロパンガス 819.6 688.0 745.4 △74.3 △9.1% ○ 
天然ガス 0.64 0.59 0.46 △0.19 △29.0% ○ 
都市ガス 837.3 870.6 864.3 27.0 3.2% × 

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 △595.9 △2.4% ○ 
市立病院を除いた場合  

項目 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24 増減 H24 年度比 達成 

電気使用量 13,267.8 13,696.6 13,372.0 104.2 0.8% × 
ガソリン 370.6 358.2 354.4 △16.1 △4.4% ○ 
灯油 1,406.4 1,565.9 1,427.0 20.6 1.5% × 
軽油 255.1 248.1 220.0 △35.1 △13.8% ○ 
Ａ重油 708.1 742.9 697.9 △10.2 △1.4% × 
プロパンガス 769.8 636.3 695.0 △74.8 △9.7% ○ 
天然ガス 0.64 0.59 0.46 △0.19 △29.0% ○ 
都市ガス 837.3 870.6 864.3 27.0 3.2% × 

全体排出量 17,615.6 18,119.2 17,631.1 15.4 0.1% × 
※温室効果ガス排出係数は、概ね環境省ガイドラインに準拠している。（ただし、電気の排
出係数は、0.000518t-CO /kWh とした。） 
 
〈結果と考察〉 
  市役所全施設における取組の結果、CO 排出量は対 24 年度比 2.4％（595.9t）減少し、
削減目標 2％を達成することができました。主な削減項目はガソリン、軽油、A 重油、プ
ロパンガス、天然ガスで、電気使用量については 24 年度比 1.3%増加しましたが、平成 25
年度と比較すると 358.6t 削減することができました。 
 
〈今後の対応〉 
 空調機器に使用される電気や灯油などは気象条件に左右されるところが大きいですが、
今後ともその使用にあたっては計画的な事務執行のもと効率的な運用を図るとともに、必
要に応じて設備自体の改修や新エネルギーの導入などを推進していく必要があります。 
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市役所の全施設 
項目 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24増減 H24 年度比 

電気使用量(kWh) 40,196,630 35,954,212 35,149,304 36,296,877 35,604,586 455,282 1.3% 

都市ガス使用量( )    390,392    317,466    375,468 390,420 387,580 12,112 3.2% 

LP ガス使用量( )    113,087    102,417    131,690 110,538 119,753 △11,937 △9.1% 

灯油使用量( )    530,819    482,654    564,804    628,856    573,077 8,273 1.5% 

Ａ重油使用量( )  1,377,395  1,161,809  1,218,172 1,016,955 936,773 △281,399 △23.1% 

混合油等使用量( )    23,907     25,386     30,924     35,951 23,714  △7,210 △23.3% 

ガソリン使用量( )    155,293    160,630 162,361    157,458 155,699 △6,662 △4.1% 

軽油使用量( )     67,107     66,519    69,027 66,706 67,415 △1,612 △2.3% 

  市立病院を除いた場合 
項目 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24 増減 H24 年度比 

電気使用量(kWh) 31,115,716 26,679,554 25,613,453 26,441,219 25,814,630 201,177 7.9% 

都市ガス使用量( )    390,392    317,466    375,468    390,420 387,580 12,112 3.2% 

LP ガス使用量( )    108,271     95,122    123,684    102,240 111,668 △12,016 △9.7% 

灯油使用量( )    530,801    482,654    564,804    628,856 573,077 8,273 1.5% 

Ａ重油使用量( )    304,318    249,526    261,281    274,121 257,532 △3,749 △1.4% 

混合油等使用量( )     23,907     25,386     30,836     35,839 23,714 △7,122 △23.0% 

ガソリン使用量( )    152,229    157,792    159,731    154,379 152,773 △6,958 △4.3% 

軽油使用量( )     67,107     66,519     69,027     66,706 67,415 △1,612 △2.3% 

  
(2) 廃棄物排出量          対 24 年度比１％削減      単位：kg 
廃棄物 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24 増減 H24 年度比 達成 

可燃ごみ  105,837.1 124,903.2 129,432.0 142,097.0 17,193.8 13.8% × 

給食残飯   72,222.4  77,334.4  68,383.3 64,001.8 △13,332.6 △17.2% ○ 
古紙   47,513.2  41,110.2  40,560.9 40,807.7 △302.5 △0.7% × 
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ屑    4,877.1   5,994.7   5,451.5 4,430.5 △1,564.2 △26.1% ○ 
機密文書   22,763.3  24,516.4  22,862.6 25,044.2 527.8 2.2% × 

容器包装プラ   12,484.9  12,837.5  12,424.6 8,946.0 △3,891.5 △30.3% ○ 
空き缶    2,253.4   1,461.4   2,041.8 1,200.8 △260.6 △17.8% ○ 
空きびん      604.4     519.7     743.5 419.9 △99.8 △19.2% ○ 
ペットボトル 1,039.7   1,071.2 1,140.3 906.7 △164.5 △15.4% ○ 

金物・小型電化製品    3,469.5   6,951.0   5,987.4 5,199.4 △1,751.6 △25.2% ○ 
有害ごみ      628.5     581.4     744.0 498.5 △82.9 △14.3% ○ 
破砕ごみ 11,559.0  14,635.8  13,824.1 3,748.2 △10,887.6 △74.4% ○ 
埋立ごみ    3,077.5   2,638.1   4,048.7 2,574.4 △63.7 △2.4% ○ 
合計  288,330.0  314,554.8 307,628.6 299,875.3 △14,679.7 △4.7% ○ 
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〈結果と考察〉 
廃棄物の排出量については、全体では対平成 24 年度比で 4.7％（14,679.7kg）の減少 
となり、削減目標（△１％）を達成できました。 
〈今後の対応〉 
廃棄物の排出量の削減目標を達成することができましたが、排出量が増加傾向にあり
且つ排出割合の高い可燃ごみについて、その原因を究明するとともに、その対策を推
進することにより排出量の削減に努めます。 
 
 

(3) 水使用量            対平成 24 年度比２％削減     単位：  
 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対 H24 増減 対 H24 比 達成 

水道  643,104 621,801 704,156 611,642 556,059 △148,097 △21.0% ○ 

地下水  627,863 523,146  502,812 506,982 353,742 △149,070 △29.6% ○ 

合計 1,270,967 1,144,947 1,206,968 1,118,624 909,801 △297,167 △24.6% ○ 

〈結果と考察〉 
   上水道の使用量については、24 年度比 148,097  、21.0 ％の減となり、地下水の使
用量は、149,070  、29.6 ％の減となりました。全体では 297,167  、24.6 ％の減と
なり、削減目標値（２％）を達成することができました。 
〈今後の対応〉 

   上水道については、継続的な節水への取り組みを行うとともに、地下水については、
その使用状況から気候的要因が大きいですが、計画的な節水への取り組みを実行してい
く必要があります。 

 
 
(4) コピー用紙の使用量        対平成 24 年度比１％増加   単位：枚 
 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 対H24増減量 H24 年度比 達成 

Ａ４ 22,888,366 23,052,000 22,527,038 22,275,876 △776,124 △3.4％ ○ 

Ａ３   1,211,000   1,220,300  1,473,500 1,459,356 239,056 19.6％ × 
Ｂ５   1,181,500   1,197,750  1,412,000 1,087,500 △110,250 △9.2％ ○ 
Ｂ４   1,721,100   1,990,000  1,846,000 1,645,500 △344,500 △17.3％ ○ 
合計(Ａ４換算)  28,778,141  29,375,912 29,302,038 28,478,463 △897,449 △3.1％ ○ 
〈結果と考察〉 
“エコ通信”や庁内ネットワーク掲示板で紙使用量の削減の啓発を推進した結果、コピ
ー用紙の使用量については、H24 年度比較で 3.1％減少し、目標を達成できました。 
〈今後の対応〉 
総合内部事務システムが職員に浸透し、紙媒体での文書保存のさらなる削減を期待する 
とともに、各部署単位で使用段階でのミスコピーやミスプリントの防止対策の徹底や、 
裏面利用やＮ－ＵＰ利用など削減方法を模索し周知を図るなど、さらなる啓発の推進を 
し、削減目標の達成に努めていきたい。 
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(5) グリーン購入率（％）            平成 29 年度に１００％とする。    
 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H24 年度比 

グリーン購入率％ 83.8％ 88.7％  91.3%  92.9% 95.4% ＋4.1% 

 
〈結果と考察〉 
グリーン購入率については、毎年各課の庶務担当者を対象とした説明会を実施し、グリ
ーン購入を推進する中で、比較的購入金額の大きな納入印刷物において、グリーン購入率
が改善されたことにより対前年度比 2.5％改善しました。対 H24 年度比では、4.1％の改
善が図られました。 
 
〈今後の対応〉 
 今後とも、グリーン購入の意識を向上させる目的で、毎年度開催している説明会の内容 
を充実させていきたい。 
 
 
(6) 月ごとの日平均気温                                                単位：℃ 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

H21 年度 14.8 19.1 22.0 25.4 26.3 23.3 18.3 13.8 8.7 5.9 7.6 10.2 

H22 年度 13.4 18.1 22.7 26.5 27.9 25.3 19.7 12.9 8.9 3.9 7.8 7.9 

H23 年度 13.5 18.5 22.5 26.0 26.8 24.3 19.1 14.7 7.9 5.1 5.7 9.4 

H24 年度 14.0 18.5 21.6 25.4 27.1 24.9 19.3 12.5 6.7 5.1 5.9 11.6 

H25 年度 14.5 18.7 22.1 26.3 27.8 24.8 20.6 12.2 7.2 5.9 6.8 9.9 

H26 年度 13.7 18.6 22.3 25.5 26.1 22.6 18.8 14.0 6.6 6.3 6.5 9.9 

対 H24 年度 -0.3 +0.1 +0.7 +0.1 -1.0 -2.3 -0.5 +1.5 -0.1 +1.2 +0.6 -1.7 

 
〈考察〉 
平成 24 年度と比較すると、８月から９月の冷房が必要な夏期から 10 月の秋期にかけて
は気温が低かった。初秋の 11 月から暖房が必要な 1月と２月は気温が高かった。     
また、平成 23 年３月の東日本大震災による原子力発電所の停止による電力需給が厳し
い状況に対応するため、引き続き夏場の節電への取り組みを推進しました。 
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５． 環境活動取組目標の状況と評価（平成 26年 4月～平成 27年 3月） 
(1)各部署独自の環境活動取組目標の内容と評価 

  各部署独自の重点環境目標の取組内容と結果については以下のとおりです。 
なお、達成と評価した項目については、よりその質の向上を図るとともに、取り

組みが未達成であった項目については、常に取り組めるように改善が求められます。 
【総務部】 
総務課 

取組項目 取組内容 結果 
電気使用量の削減 朝夕、昼休みの消灯を徹底 

 
本庁電気使用量の削減に貢

献した 
燃料使用量の削減 ノーカーデー 90％以上達成 ノーカーデー実施率 90％

以上 
紙使用量の削減 ミスコピーの裏面活用の徹底 

ＩＰＫ課代表回覧文書等の活用 
コピーの裏面活用を徹底し

た 
職員課 
電気使用量の削減 業務に支障のない範囲で、朝夕および

昼休みの完全消灯を実施する 
ノー残業デーを設定し、時

間外勤務の縮減を図ること

によって電気使用量の削減

を行った 
全庁におけるノー

残業デーの推進 
ノー残業デーの設定により時間外勤務

による電気使用量の削減を図る 
印刷用紙使用量の

削減 
両面印刷、裏面再利用の徹底を図り、

用紙使用量を削減する 
両面コピー、裏面利用によ

り、紙使用量を削減した 
情報システム課 
総合内部事務シス

テムの推進 
電子決裁の推進により、紙の使用量を

削減する 
電子決裁を推進した 
紙の削減量については平成

27年度に調査、検証を行う
電気使用量の削減 始業前、昼休み、終業後の消灯 

昼休み等パソコン電源 OFFを徹底 
電算室のエアコン設定温度を機器の運

用に支障のない範囲で調整 
天候等に応じて執務室のエアコン設定

温度を調整 

始業前、始業後の消灯及び

昼休みの間引き点灯の実

施、昼休み時の PC電源
OFFの徹底、エアコン設定
温度の調整を行った 

自治振興課 
電気使用量の削減  自治会へ LED電灯（防犯灯）の推奨 自治会設置防犯灯設置費補

助により、自治会が１７２

灯の LED防犯灯を設置 
紙使用量の削減 両面コピーの徹底、事務連絡文書の裏

紙利用紙の活用 
取組を行うことができた 

自動車燃料の削減 ノーカーデーの徹底 意識の向上を図った 
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危機管理課 
電気使用量の削減 始業前、昼休み、終業後の消灯及び部

分消灯の実施、こまめなパソコンの電

源 OFF 

確実に消灯を実施し、使用

電力の削減をした 

印刷用紙等の使用

量削減 
両面コピー、裏紙使用の徹底 裏紙使用を徹底した 

車両燃料使用量の

削減 
ノーカーデーの積極的な取り組み ノーカーデーの周知を図っ

た 
契約検査課 
電子入札の推進 市が発注する建設工事及び建設関連業

務委託について、電子入札により

100%実施する 

工事 317件、委託 129件す
べてを電子入札で実施した

コピー用紙使用量

の削減 
資料のペーパーレス化を図るため、デ

ータを共有、両面コピーの徹底、紙の

裏面を活用 

課員共通認識のもと、デー

タの共有化を図り、また紙

の裏面活用を徹底した 
電気量の削減 朝夕や昼休みなど執務時間以外の消灯

を徹底、パソコンは、こまめに電源を

OFFにする。 

朝夕や昼休みは執務時間以

外の消灯を徹底した 

 
【支所】 
 福田支所 
電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯徹底 

時間外勤務時の部分消灯 
パソコンのシャットダウンの徹底 
自然換気、既存設備の有効利用 

日々の消灯、換気等への取

組は徹底により電気使用量

は前年比 10.4%減少した
が、ガス使用量は増加 

公用車の燃料削減 徒歩・自転車の活用 
エコドライブの徹底 

エコドライブの定着により

前年比 9.9%削減  
廃棄物の減量化 電子ファイル利用によるペーパーレス

化、両面コピー、両面・Nアップ印刷
の徹底、裏紙積極利用 

ゴミ排出量、用紙購入量も

増加 今後ペーパーレス化

を心がけて減量に努める 
 竜洋支所 
紙の使用量の削減 裏紙の積極利用、両面印刷、Nアップ

の活用、文書の簡略化 
前年度比A3用紙4,500枚増
A4用紙は同数 

電気使用量の削減 就業前、昼休み、廊下、トイレ、会議

室の消灯徹底 
前年度比 8,369kwhの削減
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豊田支所 
電気使用量の削減 就業前・昼休み・未使用箇所の消灯徹

底、時間外勤務時の部分消灯、キャノ

ピースイッチの有効活用、PC 電源
OFF、緑のカーテン、デマンドを活用
した冷房時の運転監視 

部分消灯の実施により前年

度比 579kwhの削減 

燃料使用量の削減 エコドライブの徹底、ノーカーデーの

取り組み強化、軽自動車の利用 
軽自動車の利用により、前

年度比 1,951 の削減 
紙使用量の削減 裏紙活用、両面印刷の促進 取組を実施した 

 豊岡支所 
電気使用量の削減 就業前、昼休み・昼間のトイレの消灯

を徹底、離席時の PC電源 OFF 
H25  118,175kwh 
H26  104,796kwh 

紙使用量の削減 裏紙利用、両面コピー・印刷の徹底 
資源ごみを可燃ごみ化しない 

可燃ごみの排出量減量に努

めた 
公用車の見直しと

燃料削減 
近距離移動は徒歩、軽自動車の優先利

用、公用車の台数見直し 
H25  3,142  
H26  3,008  1台移管  

 
【企画部】 
秘書政策課 
電気使用量の削減 始業前・昼休みの消灯を積極的に行い、

ノー残業デーの設定により電気使用量

の削減を図る 

始業前、昼休みなど最低限

の点等を心がけ、週 2日の
ノー残業デーにより電気使

用量を削減した 
印刷用紙使用量の

削減 
裏紙印刷、両面印刷、Ｎアップ機能、

文書簡潔明瞭化を心がけ、用紙使用量

を削減する 

裏面再利用、両面、Nアッ
プ機能の活用により削減を

図った 
広報広聴課 
電気使用量の削減 始業前、昼休みの消灯を積極的に行い、

ノー残業デーの設定により電気使用量

の削減を図る 

始業前、休憩時など点灯を

控えて各日 50分程度消灯
を実施した 

印刷用紙使用量の

削減 
裏紙再利用、両面印刷、Ｎアップ機能

の利用により用紙使用量を削減 
会議時の資料印刷には、N
アップ機能を積極的に利用

し文書設定の半分の量とす

ることができた 
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財政課 
電気使用量の削減 空調機器の設定温度の適正化、就業

前・昼休み・終業後の消灯、未使用時

PC節電モード利用 

窓開けによる室内温度調

整、就業前、昼休みは消灯

を徹底した 
燃料費の削減 庁舎ホール等の照明の省電力化 西庁舎ホール、本庁舎西階

段、１階廊下、１~３階トイ
レ洗面台の LED化をして
省電力に努めた 

廃棄物の削減 Nアップ・両面印刷及び裏紙の徹底 コピー裏紙使用も実施 
市税課 
電気使用量の削減 30分以上の離席時 PC電源 OFF 

エレベーターを極力利用しない 
昼休みの消灯を徹底 
始業前や時間外時部分消灯の実施 

運搬作業以外エレベーター

の使用なし 
時間外勤務時間は前年度比

2,303.25時間削減 
コピー枚数の削減 コピー枚数を減らす、裏紙の積極的な

利用、カラーコピーは使用しない 
前年度比Ａ４換算 12,000
枚の削減 

収納課 
自転車の利用 自転車利用啓発文を公用車の運転日誌

やメーター周辺に添付し利用を推進 
自転車利用を啓発すること

ができた 
可燃ゴミの削減 意識向上のためゴミの計量の徹底 

紙片ゴミ用封筒をゴミ箱に添える 
小さい紙片ゴミ用封筒によ

るリサイクルを促進 
 
【市民部】 
市民活動推進課 
コピー用紙購入量

の１０％削減 
ミスプリントの削減をして過剰印刷減

少を図る 
両面・裏紙・集約印刷の推進を図る 

新規事業のため、説明会資

料の印刷があり、目標達成

できず 
福田公民館 
施設使用電力削減 始業時間前、昼休み時間消灯、冷暖房

運転時間の短縮、デマンドシステムの

活用 

出来る限り節電を心がけた

が、施設利用者が多く、結

果にはつながらなかった 
使用水量の削減 トイレの流水量の制限 

漏水の早期発見 
毎日ﾒｰﾀｰを確認し、前年比

207  の削減を達成 
竜洋公民館 
消費電力の削減 従来の蛍光管電球等を、消費電力が高

く耐久性も高い LED 電球に段階的に
変更していく 

LEDランプ 40個交換設置
避難誘導灯 6台を LED化 
電気使用量 1 年間換算で
2,834kwの削減できた 
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スポーツ振興室 
電気使用量の削減 昼休み時間帯には消灯する 

時間外勤務時は部分消灯する 
昼休時の消灯100％実施し、
115.2KWの節電をした 

文化振興課 
電力使用量の削減 時間外削減、未使用部屋の点灯の早期

発見、外出時等の PC電源 OFF 
15,143kwhの削減に成功 

水道使用量の削減 トイレ手洗い場の閉め忘れによる流水

早期発見 
該当は 1 件、使用総量は増
（会館利用状況による） 

コピー用紙の使用

削減 
不要印刷の廃止、裏面利用の促進 廃棄紙量、購入紙量ともに

削減できた 
市民課 
電気使用量の削減 昼休み時の PC電源 OFF 

時間外の部分消灯の徹底 
 

離席時には PCを閉じ、時
間外では部分消灯を心がけ

省電力化を図った 
印刷用紙使用量の

削減 
個人情報以外の裏紙利用を図る 
両面コピー、Nアップ印刷機能の活用

裏紙の利用、両面コピー、

Nアップ機能の活用で、用
紙使用量の削減を図った 

 
【健康福祉部】 
国保年金課 
紙の使用量の削減 裏面利用の徹底促進のため、使用済み

裏面用紙の保管場所を複数設置 
資料の管理はできるだけ電子化し、印

刷、コピーの削減を心がける 

裏紙を常にコピー機やプリ

ンタの手差しトレイに補充

し、課内回覧時には共有フ

ォルダを活用した 
福祉課 
電気使用量の削減 離席時 PCの電源 OFF、始業前・昼休

み・時間外の部分消灯の徹底、ｉプラ

ザ１階に緑のカーテンの設置 

PC 電源 OFF、部分消灯実
施、ｉプラザ１階に緑のカ

ーテンを設置した 
紙使用量の削減 両面コピーの徹底、Nアップ機能の利

用促進 
両面コピー、N アップ機能
の利用促進を周知徹底 

健康増進課 
電気使用量の削減 始業前・昼休み・時間外勤務時の部分

消灯の徹底、離席時の PC電源 OFF 
部分消灯を実施した 

紙使用量の削減 両面コピー、裏紙利用、Nアップ機能
の利用促進 

裏面用紙を常にコピー機等

に補充し促進した 
環境負荷の削減 健康な市民の増加により環境負荷を削

減する 
出前講座等で健康増進、介

護予防について周知 
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【こども部】 
子育て支援課 
電気使用量の削減 業務時間外は原則消灯、離席時の PC

電源 OFF、ポットの使用を控える 
職員の意識により、電気使

用量の削減出来た 
幼稚園保育園課 
電気使用量の削減 業務開始前、昼休みの消灯、時間外

の部分点灯、エレベーターの原則使

用禁止、クールビズの実施、夏場の

ポット使用を控える、シュレッダー

は極力使わず機密文書排出とする 

できる範囲での部分消灯や

エレベーターの使用禁止な

ど職員の意識により電気使

用量の削減ができた 

 
【産業部】 
産業政策課 
紙の使用量の削減 裏紙、両面印刷、N アップ機能を積

極的に利用 
紙使用量の削減に努めた 

電気使用量の削減 始業前・昼休みの蛍光灯の消灯 １日1.2h消灯を行い電気使
用量の削減を行った 

企業の有益なエコ取

組、商品の紹介 
企業訪問活動を通じ、各企業の有益

なエコ取組や商品の情報を紹介し、

市内への環境取組の波及効果を狙う 

企業訪問の際に、積極的に

各企業のエコ取組や商品の

情報交換を行った 
商工観光課 
商店街街路灯の LED
化推進 

商店街街路灯の LED 化に補助金を
支給する 

補助金 1件、558,431円 

ごみの減量 イベント時に排出されるごみを削減

するため、資機材の再利用をする 
古封筒、裏紙の利用 

電池を充電式にした  
課員に周知し、積極的に取

り組むことができた 
電動アシスト自転車

利用の促進 
近距離の外出は、電動アシスト自転

車を利用する 
近距離外出時に積極的に利

用した 
農林水産課 
小学生への地産地消

教育 
「生産・消費・廃棄」のサイクルを

自立的に体験できる「弁当の日」の

取り組みを推進、支援する 

大藤小学校で弁当の日を５

回実施した 

市民農園の利用促進 市内に開設されている市民農園の

PRや開設者への支援を行うことで、
利用を推進する 

広報いわたで PRした 
新規の市民農園２カ所開設

した 
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【建設部】 
道路河川課 
コピー紙使用の削減 裏紙利用、両面印刷・コピーを活用、

電子ファイルを利用しペーパーレス

化を推進する 

シュレッダーごみや可燃ご

みを減少させ、可燃ごみを

111kgから 64kgに、古紙を
446kgから 352kgに、シュ
レッダーごみを 59kg から
16kgに削減した 

廃棄物排出量の削減 機密文書は定期回収を利用、その他

の紙は再生し、可燃ごみを減らし、

分別を徹底する 
道路河川課分室 
公用車の燃料削減・

燃費向上 
エコドライブを心がける 
重い荷物を積載時は低いギアで発進 
排ガスの色や量をチェック 
空気圧をチェックし駐車時輪留めを

する 

エコドライブを心がけ、実

践することができた 

都市計画課 
電気使用量を削減 就業前、昼休みの消灯、離席時の PC

電源 OFF 
公園の外灯を更新時に省エネタイプ

に交換する 

消灯やPCの電源OFFに努
めた 
37公園の街灯 73基を LED
化に交換した 

印刷紙の使用量を削

減 
印刷済用紙の裏紙活用、機密文書の

排出量削減、可燃ごみに含まれる紙

リサイクルを徹底 

印刷前に確認をし、ミスコ

ピーの削減、積極的に両

面・N アップ印刷を行い使
用量の削減に努めた 

建築住宅課 
電気使用量の削減 離席時の PC電源 OFF 

始業前、昼休みの消灯及び時間外勤

務時の部分消灯の徹底 

離席時に意識して電源OFF
を心がけた 
部分消灯を徹底できた 

紙使用量の削減 ミスコピー用紙などの裏紙活用 印刷前の確認を徹底、裏紙

活用し、削減に努めた 
都市整備課 
電気使用量の削減 離席時 PC電源 OFF 

時間外、昼休みは照明を落とす 
パソコンの電源オフ 90％ 
昼休みの消灯   100％ 

終礼時「エコアクシ

ョン 21」取組内容の
唱和 

取組内容を唱和することで、個人個

人の取組意識を高める 
取組内容の唱和や、コピー

使用枚数をグラフ化るすこ

とで、意識を高められ削減

することができた 
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【環境水道部】 
環境課 
再生可能エネルギー

普及の推進 
家庭用太陽光発電を導入する世帯に

補助し、再生可能エネルギー推進の

一助とする 

住宅用太陽光発電システム

を導入する市民に１基当た

り 20,000 円を 412 件、
8,240,000円を交付した 

環境教育の推進 小学生に対し、風力発電施設見学会

を行い、環境への負荷が少ない再生

可能エネルギーについて理解しても

らう。 

見学会を 2 回、（小学生 25
名、80名）に対し駒場地内
風力発電施設で開催した 

地球温暖化防止対策

の推進 
アースキッズ事業の普及・啓発 市内小学校 7校 509人に対

し実施した 
ごみ対策課 
電気使用量の削減 執務室の照明約２割を常時消灯 

会議室・通路等の点等を最小限に 
管理棟壁面に緑のカーテンを設置 

執務室照明の 2 割の常時消
灯、緑のカーテンを設置し

執務室温の上昇を抑制 
紙使用量の削減 両面印刷や可能な限り縮小・集約印

刷とし、裏紙を積極利用する 
会議・視察の際は両面印刷

し紙使用量の削減に努めた

クリーンセンター 
化石燃料由来の電気

購入量の削減 
ごみ質の均一、夜間照明を最小限に、

ボイラ水管の清掃を夜間実施するな

ど安定した自立運転に努める 

職員への意識啓発を図り、

環境への負荷軽減を常に意

識した 
排ガス有害物質の低

減 
排ガス測定項目の規制値を厳しくし

た自主規制値を設定し環境への影響

を最小限にする 

排ガス測定項目について自

主規制値を大幅に下回った

一般廃棄物最終処分場 
電気使用量の削減、

資源安定に努める 
執務室照明の 2 割常時消灯、タイム
スイッチによる管理、管理棟壁面に

日除け防止シールを設置 

職員への啓発、常時 2 割消
灯、日除けフィルムの設置

を行った 
水道使用量の削減 業者洗車場を短縮で控えて頂く 洗車時間の短縮を行った 
水道課 
電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯・部分消灯の

徹底 
離席時 PCの電源 OFF 

消灯、部分消灯の徹底、可

能な範囲で PC電源 OFF 
を行った 

紙使用量の削減 ミスコピー用紙の裏面活用 用 紙 購 入 量 が H25 比

15,500枚削減した 
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下水道課 
電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯 

昼休みの PC電源 OFF 
就業前、昼休みの消灯を徹

底し、可能な範囲で PC 電
源 OFFを実施 

紙使用量の削減 両面コピー・印刷の徹底 
使用済用紙の裏面活用 

両面印刷や使用済用紙の裏

紙利用を徹底した 
 
【会計・議会・監査】 
会計課 
電気使用量の削減 始業前・昼休みの消灯 

時間外での部分消灯 
昼休みの PC電源を OFF 

消灯は毎日徹底できた 
PCの電源 OFFも意識して
行うことができた 

紙の使用削減 印刷は、プリンターを原則とし、両

面・裏面・N アップ機能印刷を励行
資料等は電子ファイル化を推進 

両面印刷、裏紙利用の徹底

ペーパーレスについても意

識して行うことができた 
議会事務局 
電気使用量の削減 始業時・昼休み時の消灯 

昼休みの PC電源 OFF 
始業前の消灯については毎

日徹底できた 
紙使用量・排出量の

削減 
両面・裏紙印刷等を励行 
印刷実行前に内容確認の徹底 
資料はデータで所持しペーパーレス

化を図り、紙類は焼却せず再利用 

両面印刷・裏紙利用につい

ては徹底し、資料をデータ

で保存しペーパーレス化を

図ることができた 
監査事務局 
電気使用量の削減 始業前及び昼休み消灯、昼休み PC電

源 OFF 
始業前及び昼休み消灯

100％実施 
昼休みのパソコン電源 off
の実施 

紙使用量・排出量の

削減 
月毎の使用枚数を前年度と比較した

ものを回覧する 
ゴミ箱の数を減らしゴミを出さない

意識づけをする 

必要最低限枚数とすること

ができた 
可燃ごみは月に１回程度の

搬出に抑えることができた

 
【教育委員会】 
教育総務課 
印刷紙の削減 紙は可燃ごみにせず、リサイクルご

みとして再利用を促進 
リサイクルごみとして処

分、再利用を推進した 
電気使用量削減 昼休みの消灯、離席時の PC 電源

OFF、不要な照明の削減 
昼休みの消灯を徹底した 
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学校給食管理室 
残渣の再利用 豊田学校給食センターで生ごみ処理

機の導入により、給食残渣を学校で

肥料として再利用する 

給食残渣ゼロを達成 

印刷紙の削減 裏紙利用、印刷物の精査をし、印刷

紙を削減する 
室内回覧は裏紙を使用 

電気使用量削減 昼休みの消灯、離席時の PC 電源
OFF、不要な照明の削減 

徹底した 

大原学校給食センター 
紙使用量の削減 裏面利用の徹底 

紙はできるだけリサイクルごみとす

る 

裏面利用の活用 
廃棄用紙は分類し可燃ごみ

の減量を行った 
豊田学校給食センター 
公 用 車 排 気 ガ ス

（CO2）削減 
公用車使用の際、行先、用事により

使用をまとめ、効率的な運用をする 
使用をまとめ、回数を減ら

すことができた 
豊岡学校給食センター 
紙使用量の削減 
 

コピー紙の裏面使用の徹底 
必要のないメール文書は印刷せずデ

ータ保管する 

配付する献立表や食育だよ

りすべて両面印刷するなど

ほぼすべて裏紙利用した 
学校教育課 
電気使用量削減 離席時、昼休みはＰＣ電源を OFF 電源 OFFを心がけ実践 
紙使用量削減 資料内容の簡素化、余白削減 

印刷時ページ集約化、両面印刷、裏

紙利用し共有できる資料はフォルダ

に保存 

裏紙利用ができた 
小さな紙もリサイクルに回

すよう取り組んだ 
 

ごみの減量 紙を出来る限り可燃でなくリサイク

ルゴミとして処分 
古紙 549kg、シュレッダー
屑 25kg 

中央図書館 
紙使用量の削減 処分する文書を除籍書籍と共にリサ

イクルとして処理 
図書のしおりやパンフレットの裏面

をメモ紙に利用、封筒の再利用 

古紙搬出量 443kg 
ダンボールもクリーンセン

ター内のリサイクルステー

ションへ搬出 
福田図書館 
電気使用量の削減 空調の適正管理、緑のカーテンの実

施、省電力照明の使用、閉館後の冷

水機の電源オフ 

取り組みにより電気使用量

は前年度比 4,478kwh の削
減、LPガスは 293  の削減

廃棄物の削減 紙・ゴミ等の３R（減らす、再利用、
再資源化）の徹底 

整理・整頓を行ったため

65kg増加した 
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竜洋図書館 
電気使用量の削減 離席時の PC電源 OFF 啓発・徹底を図った 
ごみの減量 分別の徹底、リサイクルの活用 カウンター横にゴミ箱を置

き分別を徹底した 
紙使用量の削減 両面印刷、裏紙の利用、メール印刷

は最小限にする 
プリンターに常時裏紙をセ

ット、メールは各個人での

確認を促した 
豊田図書館 
グリーン購入の促進 グリーン購入に積極的に取り組む １００％達成 
電気使用量の削減 コピー機の省エネモードの活用、昼

休み・開館前・閉館後の消灯の実施 
前年度比30,120kwhの削減

豊岡図書館 
燃料費の削減 同じ場所へはなるべく乗り合わせで

いく、エコドライブの徹底 
同じ場所への会議には乗り

合わせで行くなど実施した

紙使用量の削減 裏紙利用を使用しやすい管理を行う 使用を徹底し、1箱で 10か
月もたせることができた 

文化財課（磐田市埋蔵文化センター） 
グリーン購入率前年

度比 5％アップ 
適合品を扱う業者からの購入 
商品の環境ラベルの確認し適合品購

入を励行 

数値的な効果が見えなかっ

たが、エコ２１の取り組み

について課員全員に周知徹

底を図ることができた 電気使用量の削減 来館者がいない時の展示箇所消灯 
紙使用量の削減 外部提出以外の裏紙活用の徹底 
文化財課（歴史文書館） 
紙使用量の削減 選別で出た用紙やミスコピー用紙の

裏面活用を徹底 
メールの必要以外の印刷の禁止 

前年に比べ講座が増えるな

ど事業の増により紙購入額

は増えているが、裏紙その

ものの削減など達成できた

 
【消防】 
消防総務課 
節電、節紙、グリー

ン購入の推進 
昼休みの消灯、未使用時PC電源OFF
裏紙・両面・N アップ機能の活用、
グリーン購入対象品の率先した購入 

昼休みの消灯や節電に取り

組むくことができた 
裏紙利用の徹底を実施した

予防課・警防課 
電気使用量の削減 昼休みの消灯 

時間外勤務時の部分消灯 
昼休みは積極的に消灯し、

PC電源 OFFにより電気使
用量を削減できた 
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磐田消防署 
用紙の使用量削減 出来るだけ裏紙利用をする 

印刷前の確認の徹底をする 
裏面利用を徹底し、コピー

機に張り紙をし、意識の向

上ができた 
東部分遣所 
電気使用量の削減 業務時間外の照明や PC、エアコン等

の電源を切る 
必要最低限度を意識して、

職員全員で取り組めた 
福田分遣所 
電気使用量の削減 業務時間外に必要のない照明、PC、

エアコン等の電源を切る 
必要の無い電源を切ること

で目標通りに削減ができた

竜洋分遣所 
紙使用量の削減 原則両面印刷 

個人情報以外の裏面の有効活用 
使用済用紙をメモ帳再利

用、コピー機にボックスを

作り積極的に活用するなど

意識づけすることができた

豊田分遣所 
印刷用紙の削減 両面印刷、メモ帳活用 紙の削減に努めることが 

できた 
豊岡分遣所 
水資源を大切に節水

に取り組む 
使用しない時の蛇口の閉栓 
洗濯物をまとめて一度に済ませる 
食器等の洗浄はシャワー等を利用 
 

目標に向けて取り組んだ

が、数値による明確化が表

れなかったので来年度は方

法を検討したい 
 
・各部署における取り組みは成果として表われた部分以外にも、各部署の職員におい
て意識づけされるなど、目に見えない部分でも環境活動の取組についての意識が浸透
しつつあることがわかります。 
 
＜今後の対応＞ 
・今後は、さらに電気使用量・紙使用量・ごみの排出量の削減などエコオフィスの取
り組みだけでなく、事務事業の効率化や市民サービスの視点での部署独自の環境活動
取組目標を設定するように引き続き努めます。 
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(2) ノーカーデーの取組状況 
 市役所では、地球温暖化対策の推進を図るため、毎月第３金曜日をノーカーデーと
定め通勤時における自家用車等の利用を控え、二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑
制に取り組んでいます。 
① 本庁舎・西庁舎・ｉプラザ・各支所 

 対象者数(人) 実施者数(人) 実施率(％) 
平成 19年度 7,064 3,291 46.6 
平成 20年度 7,482 3,896 52.1 
平成 21年度 8,053 4,071 50.6 
平成 22年度 7,360 3,389 46.0 
平成 23年度 8,679 4,095 47.2 
平成 24年度 8,511 4,839 56.9 
平成 25年度 8,535 5,126 60.1 
平成 26年度 8,100 4,866 60.1 
 

② 市役所全体 
 対象者数(人) 実施者数(人) 実施率(％) 

平成 19年度 11,428 4,274 37.4 
平成 20年度 12,368 4,949 40.0 
平成 21年度 12,826 5,044 39.3 
平成 22年度 12,041 4,190 34.8 
平成 23年度 13,409 4,808 35.9 
平成 24年度 12,760 5,466 42.8 
平成 25年度 12,800 5,701 44.5 
平成 26年度 12,276 5,508 44.9 

 
〈結果と考察〉 

 ・ノーカーデーの本庁舎・西庁舎・ｉプラザ・各支所の協力率については、一昨年
から改善傾向を示していますが、市役所全体では、勤務先まで公共交通機関がない
場合や勤務体制上実施が困難な病院や消防などが集計対象となるため、全体の参加
率については約 15％程度低下しています。 

 〈今後の対応〉 
 ・市役所全体の実施率は、従前よりエコアクション２１認証・取得対象施設におけ
る実施率と比較し低い傾向を示していることから、エコアクション２１認証・取得
対象施設はもとより、全庁的に実施率をアップする方策を検討していく必要がある
と考えています。 
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市役所本庁舎 文化振興センター

向笠幼稚園 豊岡南小学校

竜洋豊岡公園 上野公園

取り組み事例

市役所の各施設で【緑のカーテン】を設置しました。

公園の街灯にＬＥＤ照明を導入しました。

幼稚園・保育園・小中学校などでも設置しました。

-P.29-



キックオフイベント セレモニー

小学生への地産地消教育 生活習慣病に対する出前講座

しっぺいが「いわたエコパーク」をＰＲ 打ち水大作戦

小学校でアースキッズ事業を開催しました。
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６．磐田市環境基本計画（後期基本計画）に基づく環境への取り組み 
【環境基本計画（後期基本計画）の体系】 

 

と
も
に
学
び

と
も
に
創
る

水
と
緑
の
彩
る
ま
ち

い
わ
た

 

5.地球環境の保全 

6.環境教育・環境保全

活動の推進 

4-4 水資源の有効利用 

4-5 グリーン購入・地産地消の推進 

5-1 地球温暖化対策と再生可能エネルギーの普及 

5-3 オゾン層の保護・酸性雨対策の推進 

6-1 環境教育・環境学習の推進 

6-2 環境保全活動の推進 

6-3 環境情報の活用と協働による環境まちづくり 

 

4.循環型社会の実現 

3-3 騒音・振動対策の推進 

3-4 水質汚濁対策の推進 

4-1 ごみの減量・資源化の推進 

4-2 ごみの適正処理 

4-3 不法投棄対策・環境美化の推進 

 

1.自然環境の保全 

 

2.快適な環境の創造 

1-1 森林の保全と適正管理 

1-2 遠州灘海岸の良好な環境の保全 

1-4 野生動植物の保護・管理及び生息生育地の保全 

2-1 公園緑地等の整備・管理 

2-2 人と自然とのふれあい活動の場の創出・活用 

2-3 景観や歴史文化の保全・活用 

3-1 環境保全のための監視・対策 

3-2 大気汚染・悪臭対策の推進 

取り組みの方向 環境目標 

望ましい環境像 

3.健康の保護及び 

生活環境の保全 

1-3 河川・農地の保全 

重点プロジェクト 

重点 1 桶ケ谷沼・保全 プロジェクト 

重点 2 磐田原・緑の回廊 プロジェクト 

重点 3 遠州灘海岸・再生 プロジェクト 

重点 4 きれいな水・うるおい プロジェクト 

重点 5 地球温暖化防止 プロジェクト 

重点 6 循環型社会形成 プロジェクト 

重点 7 環境保全ネットワーク プロジェクト 

5-2 省エネルギーの推進 

-P.31-



磐田市環境基本計画では、「ともに学び ともに創る 水と緑の彩るまち いわた」を将
来の望ましい環境像とし、その実現を目指し６つの柱を環境目標に定め、具体的な施策を
展開していきます。 
(1)自然環境の保全  
 1-1 森林の保全と適正管理 
 森林の機能の維持していくため、森林の保全とともに、森林の質の向上を図るために間
伐や下刈りなどによって、森林の適正管理を行う必要があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

森林の保全 企業の社会貢献活動として森林整備活動や環境

保全団体の間伐や植林活動が活発に行われた。

（延べ参加人数 1,422 人） 

豊岡支所市民生

活課 

 

４ 

森林の適正管理 行政による基盤整備や間伐を行い、企業やボラン

ティア活動による支援を実施した。 

農林水産課 
５ 

 

 1-2 遠州灘海岸の良好な環境の保全 
 国や県と連携しながら、海岸保全の総合的な推進や海岸林の保全・管理、海岸浸食対策
を進めるとともに、各主体による海岸の美化活動を推進が必要です。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

海岸林の保全・海

岸美化 

市民団体や福田中学校の生徒による「福田海岸清

掃」や秋の環境美化活動の中で福田海岸清掃を実

施した。（合計参加者 2,127 人） 

道路河川課 

環境課 

農林水産課 

４ 

  
【福田海岸清掃(H26.10.19）】      

 1-3 河川・農地の保全 
治水能力の確保、潤いのある住環境の構築、多様な生物の保護などの観点から、できる

かぎり農地にも配慮していく必要があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

河川の保全・管理 市民と協働のまちづくりを推進するため、河川等

の環境美化活動を行った。（活動団体 218 団体、

活動実施回数 473 回） 

道路河川課 

４ 
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 1-4 野生動植物の保護・管理及び生息生育地の保全 
 市内には、桶ケ谷沼など注目すべき動植物の重要生育地が数多く分布しており、このよ
うな環境を積極的に保全していくことが重要です。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

貴重種などの保護 

生息・生育地の保

全 

桶ケ谷沼のベッコウトンボの羽化を促す生簀の

築造、コンテナの設置など継続的な保全活動によ

り定量調査会では、157 頭を確認した。 

環境課（桶ケ谷

沼ビジターセン

ター） 

４ 

  
【ベッコウトンボ調査会（H26.5.3）】    【桶ケ谷沼北の生簀】 

 

(2)快適な環境の創造 
 2-1 公園緑地等の整備・管理 
 「都市計画マスタープラン」や「緑の基本計画」などに沿って、地域のバランスや公園
の持つ諸機能・役割を配慮しながら、計画的に施設の整備・充実を図っていきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

公園緑地の整備・

管理 

市内の都市公園等は 381 箇所で、１人当たりの面

積は 15.46 ㎡となった。 

都市計画課 
４ 

小中学校のグラウンドの芝生化について、新規実

施校が２校、また拡張実施校も２校あった。 

教育総務課 
４ 

 
 2-2 人と自然とのふれあい活動の場の創出・活用 
 人々に安らぎや潤いを与える人と自然とのふれあい活動の場を、環境保全意識の醸成の
場として充実させていくため、身近な自然環境や公園・緑地をうまく活用し、あるいは新
たに創出していきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

自然とふれあえる

場所の創出・活用 

市内に開設されている市民農園の PR や開設者へ

の支援を行い、平成 26 年度末において 16園（544

区画）となった。 

農林水産課 

５ 
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2-3 景観や歴史文化の保全・活用 
守るべき景観、改善すべき景観、関係者のコンセンサスを得ながら創り上げていく景観

などについて、総合的な計画に基づいた施策の推進を図っていきます。 
地域の人々に愛され、歴史や文化の生きた教材となるよう、歴史文化資源の保全ととも

に有効活用についても積極的に検討していきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

歴史文化資源の保

全と活用 

市の文化財指定件数 154 件（内訳は、国指定 8

件、県指定 16 件、市指定 130 件） 

文化財課 
３ 

 
(3)健康の保護及び生活環境の保全 
 3-1 環境保全のための監視及び対策 
 公害苦情に対する適切な対応を図り、継続的な環境の監視や指導を行っていきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

環境の監視・指導

及び苦情対応 

大気中の二酸化窒素・二酸化硫黄調査、地下水調

査、酸性雨及び道路交通騒音調査を実施した。 

環境課 
４ 

本年度は工場・事業場からの騒音や悪臭に伴う苦

情の増加で前年度より 34 件少ない、123 件の公

害苦情に対応した。 

環境課 

４ 

大気は３地点、河川水は３地点、河川底質は３地

点について、ダイオキシン類の調査結果、すべて

の地点において環境基準値を満たしていた。 

環境課 

５ 

 

3-2 大気汚染・悪臭対策の推進 
 事業所からの排出ガスについては、汚染物質排出量の削減指導や悪臭については、市民・
事業者に対し臭気指数による規制についての理解を浸透させ、悪臭問題に対処していくこ
とが必要です。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

悪臭対策 事業所から発生する製造臭や農地から発生する

堆肥臭の苦情が多く、現地調査や状況を把握しな

がら、対策の実施について原因者を指導した。（悪

臭苦情処理件数 18 件） 

環境課 

４ 

 
3-3 騒音・振動対策の推進 

 自動車から発生する騒音については、道路整備による交通容量の拡大、騒音・振動の少
ない舗装や遮音壁の整備などを図っていくことが必要です。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

騒音・振動の発生

源対策 

工場等の新・増設時における公害未然防止申請の

際に、騒音・振動等防止対策の指導を行った。（37

件） 

環境課 

４ 
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3-4 水質汚濁対策の推進 

 公共下水道や合併浄化槽などの生活排水処理施設の整備を計画的に進めるとともに、河
川の自浄能力を向上させるため、生物が生息・生育できる環境の整備や水量の確保などを
図っていく必要があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

汚濁負荷量の削減 平成 26 年度末、汚水処理人口普及率は 86.9％、汚水

処理整備率は 82.4％となった。 

下水道課 
３ 

地下水汚染対策 有機塩素系化合物（33地点）及び硝酸性窒素（35地点）

で地下水の汚染状況の調査を行った。 

環境課 
４ 

 
 (4)循環型社会の実現 
 4-1 ごみの減量・資源化の推進 
 市・市民・事業者が一体となってリデュース・リユース・リサイクル（3R）を総合的に
推進し、ごみ減量・資源化を推進していきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

総合的な廃棄物対

策や啓発の推進 

平成 26 年度の１人１日当たりごみ排出量は、689ｇで

前年度より微増した。 

ごみ対策

課 
３ 

 
 4-2 ごみの適正処理 
 収集したごみは、磐田市クリーンセンターや中遠粗大ごみ処理施設及び一般廃棄物最終
処分場へ搬送し、厳格な管理の下で適正に処理を行います。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

ごみの収集・適正

処理 

全自治会において実施している。 ごみ対策

課 

５ 

廃棄物処理場の整

備・管理 

衛生プラント（汚泥再生処理センター）の改修整備を

実施する。 

ごみ対策

課 

５ 

 
 4-3 不法投棄対策・環境美化の推進 
 不法投棄のパトロールを強化するとともに、不法投棄防止に向けた啓発を行っていきま
す。また、環境美化指導員などの協力を得て環境美化活動の実践や啓発を行っていきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

不法投棄対策 監視カメラの設置や啓発看板の設置・貸与するととも

に、パトロール・早期回収を実施した。 

環境課 
４ 

環境美化の推進 自治会、各学校、事業所等の参加により、全市一斉環

境美化活動を実施した。（参加 23,341 人） 

環境課 
３ 
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 4-4 水資源の有効利用 
 節水の徹底や中水・雨水の再利用を推進するため、道路や駐車場などの舗装や家庭・事
業所などの雨水排水ますに浸透性のものを取り入れることにより、地下浸透を促していき
ます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

地下浸透及び水源

かん養の促進 

水源かん養のため敷地地区財産区での間伐作業の実

施や植樹を行った。 

環境課 
４ 

   

【敷地地区財産区での間伐作業(H26.11.7) 】     【桜の植樹作業(H27.2.13) 】 
 

 4-5 グリーン購入・地産地消の推進 
 「磐田市グリーン購入に関する基本方針」を策定し、文具や OA 機器、公用車などグリー
ン購入を実践しています。また、地元生産の食材は安全性のリスクや運搬にかかるエネル
ギー消費が少ないため、学校給食等への地場産品の利用など、地産地消の推進を図ってい
きます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

グリーン購入の推

進 

特定 13 品目について、グリーン購入を推進し、平成

26 年度の購入率は 95.4％となり、前年度と比較して

2.5％改善した。 

環境課 

４ 

地産地消の推進 特産農産物のＰＲ・直売所での販売・学校給食への導

入など、関係機関と連携し地産地消を推進した。 

農林水産課 
４ 

 
 (5)地球環境の保全 
 5-1 地球温暖化対策と再生可能エネルギーの普及 
 「磐田市地球温暖化対策実行計画」を策定し、市役所などでの地球温暖化防止に向けた
取り組みを推進しています。また、二酸化炭素排出量は特に家庭・業務分野で増加が著し
いことから、今後は市民・事業者に対する地球温暖化防止に向けた取り組みの推進が必要
です。 
 公共施設の新設・改修時に省エネルギーシステムを積極的に導入するとともに、市民・
事業者に対して同システムの導入が促進されるよう補助金等の支援体制の整備を図ってい
きます。 

 植 樹 
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取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

総合的な温暖化対

策の推進 

環境経営システムとしてエコアクション 21 を導入

し、二酸化炭素など温室効果ガスの発生量を削減する

とともに、８月７日、８日に中間審査を受審した。 

環境課 

４ 

再生可能エネルギ

ーの導入 

福田こども園、豊田東交流センター、防災センターに

増設、竜洋支所庁舎に太陽光発電システムを設置し

た。 

幼稚園保育

園課ほか ５ 

住宅用太陽光発電システム 412 件に 2万円、太陽熱温

水器及び高効率給湯器など 539 件に 1 万円を支給し

た。 

環境課 

５ 

10ｋW 以上の太陽光発電設備を導入し、固定価格買取

制度を活用して売電事業を行う事業者に対し、補助を

行った。（164 件、補助額 88,306,000 円） 

商工観光課 

５ 

   
 【福田こども園太陽光発電システム】     【竜洋支所庁舎太陽光発電システム】 

 

5-2 省エネルギーの推進 
省エネルギーは、公共施設・家庭・事業所など様々な場所や場面での実施が考えられま

す。今後は公共施設以外の施設にも新エネルギーの普及拡大を図っていく必要があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

公共施設での省エ

ネルギー対策 

市役所本庁舎をはじめ各施設で緑のカーテンの設置、

照明灯の LED 化を推進した。 

各施設管理

課 
４ 

家庭や事業所の省

エネルギー対策 

地球温暖化対策の啓発事業として、家庭での二酸化炭

素排出量削減の浸透を促進する取り組みとしてアー

スキッズ事業を市内小学校７校で開催した。（509 人） 

環境課 

市内小学校 ５ 

エコアクション 21 制度の普及促進の一環として市内の

２事業所に対し二酸化炭素排出削減対策等の取り組み

支援を行った。また、市内事業者のエコアクション２１

の取り組みを支援するため、「エコアクション２１認証

取得事業費補助金」を５事業者に対して交付した。 

環境課 

４ 
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 【緑のカーテン（磐田第一中学校）】        【公園の照明の LED 化（竜洋豊岡公園）】 
 5-3 オゾン層の保護・酸性雨対策の推進 
 オゾン層の保護のため、「オゾン層保護法」、「フロン回収・破壊法」、「自動車リサイクル
法」などに基づくオゾン層破壊物質の適正処理、ノンフロン製品の導入促進などが必要で
す。 
 市では今後とも定期的な酸性雨の測定の実施や啓発を行っていきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

酸性雨の調査・啓

発 

6 月～9月までの 4ケ月間を監視期間とし、雨水の pH

測定を実施した。（平均 pH 5.84） 

環境課 
３ 

 
 (6)環境教育・環境保全活動の推進 
 6-1 環境教育・環境学習の推進 
 環境関連施設や各学校、家庭や地域、NPO などあらゆる主体による環境教育・環境学習
を実施していくとともに、リーダーとなる人材の育成や、場所及び機会の整備、情報・教
材等の提供などを通じて環境教育・環境学習を推進していきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

場所及び機会の整

備 

小学校 2校、105 人が竜洋地区にある風力発電施設の

見学を通して、再生可能エネルギーについての理解を

深めた。また、はまぼう公園野鳥観察会を７月～12

月まで述べ６回開催した。（参加者 47 人） 

環境課 

４ 

   
 【はまぼう公園野鳥観察会】       【風力発電施設見学会】  
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 6-2 環境保全活動の推進 
 市内の環境保全団体の活動をより活発にしていくため、各団体の活動発表や意見交換会
を行うなど、横の繋がりを広げ、連携・協力し合える組織の拡大と強化を進めていく必要
があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

環境保全団体の活

性化 

ひょうたん池自然を考えよう会や磐田市環境保全推

進協議会が実施する環境保全活動を支援した。 

ひょうたん池自然を考えよう会においては、水・土壌

環境の保全についての活動が評価され、「平成 26年度

水・土壌環境保全活動功労者表彰」を受賞した。 

環境課ほか 

 

４ 

 

   
【水・土壌環境保全活動功労者表彰を受賞】  【ひょうたん池での出前講座】 

 
6-3 環境情報の活用と協働による環境まちづくり 

 「いわたの環境」のホームページの掲載や「広報いわた」などにより、環境情報の提供
を行うとともに、今後はホームページ内の環境情報コーナーの充実を図っていきます。 
各主体の連携・協力、協働を進めていくため、環境市民会議の運営や各種協働事業の推

進を図る必要があります。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

環境情報の提供・

活用 

環境報告書「いわたの環境（平成 25 年度版）」をホー

ムページに掲載した。 

環境課 
３ 

環境基本計画の推

進・見直し 

年 2回の環境市民会議を通じて、環境基本計画の推進

状況について点検・評価を行った。 

環境課 
３ 

 
※評価点については、目標年度の達成数値に対して、平成 26 年度の実績はどのくらいの評
価なのかを担当課での採点を記入しました。なお、評価の基準は、5-良好、4-やや良好、
3-普通、2-やや不良、1-不良となっています。 
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７．教育・訓練の実施 
 
 職員に対し「エコアクション２１」の環境方針、環境目標の周知・徹底、並びに取
組目標の達成のため、次のとおり研修会等を実施しました。 
 
開催日 項 目 等  内 容 参加人数等 

毎日 
庁内放送の実施 本庁舎・西庁舎・各支所を対象に昼

休みと終業時にｴｺｱｸｼｮﾝ 21 取組に
関する庁内放送を実施 

対象職員 

H26.5.2 
環境管理推進員
会 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 及びｸﾞﾘｰﾝ購入について
の説明会 

108 人 

H26.4.22 
第 1回環境管理委
員会 

・磐田市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）について 
・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 環境目標等について 

15 人 

H26.7.16 部課長会 中間審査について 部課長 

H27.1.13 

第 2回環境管理委
員会 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 中間審査結果について 
・上半期の取組状況について 
・認証・登録範囲の拡大について 
・ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ事業について 

14 人 

H27.1.16 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21（ea21 
in いわた）通信
を庁内掲示板へ
掲示 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 中間審査結果について 
・電気使用量及びコピー用紙購入量
及びの推移 
・紙使用量の削減依頼について 

全職員 
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８．環境関連法規への違反・訴訟等の有無 
  平成 26年 4月～平成 27年 3月の環境への取組として報告のあった事項は以下のと
おりです。 

  なお、取組期間における法令違反や事故、異常事態の発生や関係機関からの指摘事
項なども報告されていません。 

  また、外部からの訴訟も受けていません。 
 
 
基本法関連法規等 
種 別 法令等名称 対象分野 関係課 

基本法 

環境基本法 環境施策全般の実施 全庁 
循環型社会形成推進基本法 循環型社会の構築 全庁 
生物多様性基本法 生物多様性の保全と持続可能

な利用 
全庁 

基本条例 静岡県環境基本条例 環境施策全般の実施 全庁 
磐田市環境基本条例 環境施策全般の実施 全庁 

 
個別環境関連法規等 
種 別 法令等の名称 対象分野 関係課 遵守状況 
地球温暖
化防止 

地球温暖対策の推進に関する
法律（温対法） 
静岡県地球温暖化防止条例 

市役所における温暖化対策
の策定、実施及び市民への働
きかけ 

全庁 
環境課 ○ 

エネルギーの使用の合理化に
関する法律（省エネ法） 

市役所におけるエネルギー
使用の合理化の推進 

全庁、 
環境課 

○ 

国等における温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する法律（環境配慮
契約法） 

環境配慮契約の推進 契約検査課

○ 

環境保全のための意欲の増進
及び環境教育の推進に関する
法律（環境教育推進法） 

環境保全のための意欲の増
進及び環境教育の推進に関
する 

環境課 
学校教育課

幼稚園保育園課 

○ 

資源循環 廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律（廃掃法） 

・廃棄物関連施策の実施 
・一般廃棄物の運搬・処理 
・産業廃棄物の運搬・処理 

ごみ対策課

廃棄物排出

所管課 
○ 

静岡県産業廃棄物の適正な処理
に関する条例 

毎年１回以上定期的に運
搬・処分の状況を確認 

全庁 
○ 

磐田市廃棄物の減量及び適正処
理に関する条例 

廃棄物の発生抑制及び再生
利用 

ごみ対策課
○ 

容器包装に係る分別収集及び
商品化の促進等に関する法律
（容器包装リサイクル法） 

・廃棄物関連施策の実施 
・容器包装廃棄物の処理 

全庁 
ごみ対策課 ○ 

特定家庭用機器再商品化法（家
電リサイクル法） 

家電製品の廃棄及びリサイ
クル 

全庁 
○ 

-P.41-



 

使用済自動車の再資源化等に関
する法律（自動車リサイクル法） 

公用車の廃棄及びリサイク
ル 

財政課 
○ 

資源の有効な利用の促進に関す
る法律（資源有効利用促進法） 

パソコン類の廃棄時の環境
配慮 

情報システ

ム課 
○ 

国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律（グリー
ン購入法） 

物品・サービスの購入・使用
における環境配慮 

全庁 
環境課 ○ 

資源循環 建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（建設リサイ
クル法） 

・建設資材の再資源化の促進
・公共事業における建設廃棄
物の再資源化と再利用の促進

建設工事担

当課 ○ 

食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律（食品リサイ
クル法） 

食物残渣などのリサイクル 学校給食管

理室 ○ 

公害対策 大気汚染防止法（大防法） ばい煙発生施設の届出、排出
基準の遵守 

特定施設所

管課 
○ 

 水質汚濁防止法（水濁法） 特定施設の届出、排水基準の
遵守 

特定施設所

管課 
○ 

 騒音規制法 特定施設及び特定建設作業
の届出、規制基準の遵守 

特定施設所

管課 
建設工事担

当課 

○ 

 振動規制法 特定施設及び特定建設作業
の届出、規制基準の遵守 ○ 

 悪臭防止法 規制基準の遵守、悪臭の防止 発生施設所

管課 
○ 

 ダイオキシン類対策特別措置
法 

特定施設の届出、排出基準の
遵守、定期報告 

ごみ対策課
○ 

 静岡県生活環境の保全に関す
る条例 

大気、水質、騒音、振動、悪臭

等に関する届出・基準の遵守 
特定施設
所管課 ○ 

危険物、
化学物質 

消防法－危険物の規制に関す
る政令－ 

石油製品の大量貯蔵施設 財政課 
総合病院 

○ 

 高圧ガス保安法－高圧ガス保
安法施行令、冷凍保安規則－ 

冷暖房装置（チラー、冷温水
発生装置） 

総合病院 
○ 

 毒物及び劇物取締法（毒劇法） 毒物及び劇物の指定、製造、
販売、取扱等の規制 

総合病院 
小中学校 

○ 

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理の推進に関する特
別措置法（PCB特別措置法） 

PCBの適正な管理及び処理 財政課 
総合病院 ○ 

その他 下水道法 下水道事業の運営 
下水道への排水基準の遵守 

下水道課
○ 

 浄化槽法 浄化槽保守・排水水質の管理 浄化槽施設

所管課 
○ 

 労働安全衛生法 職場における労働者の安全
と健康の確保 

職員課 
財政課等 

○ 

 磐田市環境美化条例 環境美化の施策の推進 環境課 ○ 
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９．環境に関する苦情等の受付状況 
平成 26年度において、直接、市の事務事業に起因する環境に関する苦情の受付はあり

ませんでした。 
 
10．環境上の緊急事態への準備と対応 
 市役所本庁舎・西庁舎、ⅰプラザ及び各支所には、コージェネシステムや冷暖房用設
備及び非常用発電設備に付随する燃料タンクが設置されていることから、防火管理者や
設備管理担当者のもと油流出防止対策手順書により適切な対応します。 
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11．代表者による全体評価 
 
 磐田市は、一事業者として、市役所のすべての職員が環境への取り組みを効果的、
効率的に行うことを目的に、平成 22 年 9 月からエコアクション 21 の取り組みをスタ
ートし、平成 23 年 10 月 11 日付けでエコアクション 21 の認証を取得しました。昨年
度は中間審査を受審し、【ガイドラインに適合】との総合判断をいただきました。 
 平成 26 年度も引き続き、原子力発電所の停止による電力不足に伴い、節電への取
り組みが求められていたことから、夏期の省エネ・節電に取り組みました。 
 これらの取り組みにより、平成 26 年度の二酸化炭素排出量は、対平成 24 年度比
2.4％の削減となり、目標を達成することができました。 
 廃棄物排出量については、全体で対平成 24 年度比 4.7％の減少となり、目標値（△
１％）を達成することができました。 
 水使用量については、水道水及び地下水の使用量とも削減でき、対平成 24 年度比
24.6％の削減となり目標値（△２％）を達成することができました。 
 コピー用紙については、総合内部事務システムの導入や削減意識啓発により、対平
成 24 年度比 3.1％の削減となり、目標値（１％）を達成することができました。 
 グリーン購入率については、職員のグリーン用品の購入意識の向上により、対平成
24 年度比 4.1％の購入率の向上を達成することができました。 
 また、行財政改革の取り組みの中で、諸経費の節減や目的・内容が重複する事業の
廃止統合を図ることにより、環境経営が促進されました。 
今後も、全職員が一丸となり、省エネ・省資源への取り組みを推進することが重要

であります。更に、各部署においても独自の目標を持ち、職員一人ひとりが環境に配
慮した行動をすることが重要であり、業務改善を含めた意識改革を推進していきたい
と考えています。 
今年度、磐田市は合併 10周年を迎え、「今までも、これからも ずっと磐田」のキ

ャッチフレーズのもと、過去と未来をつなぎ、磐田らしさを持ち続けながら強さを増
す節目の年になります。エコアクション 21 についても、小中学校、幼保こども園へ
の認証拡大を目指し、市役所が率先して環境の保全とより良い環境の創出に努めてま
いります。 
  
 
 
    平成２７年７月３１日 
 
                     磐田市長  渡 部  修 
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