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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 松下 享 

 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 28 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  ３，３５６人 

    延べ床面積（平成 28 年度末）         ５３４，３３７．１０㎡ 

 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、消防、 

市長部局の出先機関、教育委員会関連機関、小学校、中学校、 

幼稚園、保育園、こども園） 

    職員数（平成 28 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  １，８９６人 

《認証・登録範囲の拡大について》 

磐田市役所のエコアクション２１認証・登録範囲については、当初、市役所本

庁舎、西庁舎、ｉプラザが認証範囲となりました。その後、１回目の更新時に各

支所及び市長部局の出先機関（保育園・幼稚園等を除く）、消防及び教育委員会の

関連施設（小中学校を除く）が認証範囲となり、２回目の更新時には、小中学校、

幼稚園、保育園、こども園が認証範囲となりました。３回目の更新審査では磐南

浄化センターの認証・登録を申請しており、率先してエコアクション２１の認証・

登録に取り組んでいます。 
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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】 H29.4.1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28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 岩田交流ｾﾝﾀｰ

大藤交流ｾﾝﾀｰ
福田中央交流ｾﾝﾀｰ 向笠交流ｾﾝﾀｰ

田原交流ｾﾝﾀｰ
南御厨交流ｾﾝﾀｰ
西貝交流ｾﾝﾀｰ
南交流ｾﾝﾀｰ
長野交流ｾﾝﾀｰ
見付交流ｾﾝﾀｰ
中泉交流ｾﾝﾀｰ
ふれあい交流ｾﾝﾀｰ
福田南交流ｾﾝﾀｰ
竜洋交流ｾﾝﾀｰ
池田交流ｾﾝﾀｰ
富岡交流ｾﾝﾀｰ
青城交流ｾﾝﾀｰ
井通交流ｾﾝﾀｰ
豊田東交流ｾﾝﾀｰ
豊岡東交流ｾﾝﾀｰ
豊岡中央交流ｾﾝﾀｰ

交通政策室 交通安全教育ｾﾝﾀｰ
【栄町自転車等駐車場】

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

広報広聴CP課 広報広聴CP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
国際交流協会
多文化交流ｾﾝﾀｰ
学習等供用施設竜洋会館

スポーツ振興室 豊岡総合ｾﾝﾀｰ
【総合体育館外14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8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10
施設】

文化振興課 文化振興課 熊野伝統芸能館
【新造形創造館】 池田の渡し歴史風景館

市民文化会館 【香りの博物館】
文化振興センター
竜洋なぎの木会館

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 【福田健康福祉会館】

介護保険室 【豊田福祉ｾﾝﾀｰ】
【老人ﾎｰﾑ楽寿荘】

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

発達支援室 各子育て支援ｾﾝﾀｰ
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
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
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
福田中幼稚園
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
豊岡南幼稚園
福田こども園
大藤こども園
豊岡こども園

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

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

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 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】

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）

磐南浄化センター

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
磐田中部小学校
磐田西小学校
磐田南小学校
東部小学校
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
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
学府一体校推進
室
学校給食管理室

大原学校給食ｾﾝﾀｰ

豊田学校給食ｾﾝﾀｰ

豊岡学校給食ｾﾝﾀｰ

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
経営企画課 経営企画課
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 28 年度は４％に相当する 1,007t-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（314,555 ㎏）を基準として、平成 28

年度は２％削減を、平成 30 年度までに３％に相当する 9,437 ㎏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 28 年度は４％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 28 年度は５％削減を、平成 30 年度までに７％に相当する 2,056,314 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 29 年度環境活動取組項目 

・「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４％削減    単位：t-CO 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28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 21,444.7 22,023.0 3,815.6 21.0% ×

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 -46.5 -12.2% ○

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 -8.4 -0.6% ×

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.8 -65.3 -25.6% ○

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,558.3 2,678.5 -622.7 -18.9% ○

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.7 -154.9 -18.9% ○

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -0.6 -100.0% ○

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 68.2 8.1% ×

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 27,561.3 28,194.9 2,985.3 11.8% ×

磐南浄化センターを除いた場合                  単位：t-CO 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28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 17,648.3 18,219.5 12.2 0.1% ×

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 -46.5 -12.2% ○

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 -8.4 -0.6% ×

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.7 -65.4 -25.6% ○

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,266.3 2,367.3 -933.9 -28.3% ○

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.6 -155.1 -18.9% ○

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -0.6 -100.0% ○

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 68.2 8.1% ×

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 23,472.9 24,080.0 -1,129.6 -4.5% ○

※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。） 

市役所の全施設（使用量） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 対H24増減 H24年度比

電気使用量(kWh) 35,149,304 36,296,877 35,604,586 41,399,120 42,515,393 7,366,089 21.0%

都市ガス使用量( ) 375,468 390,420 387,580 381,850 406,033 30,565 8.1%

LPガス使用量( ) 131,690 110,538 119,753 106,329 106,800 -24,890 -18.9%

灯油使用量( ) 564,804 628,856 573,077 601,661 561,445 -3,359 -0.6%

Ａ重油使用量( ) 1,218,172 1,016,955 936,773 944,014 988,389 -229,783 -18.9%

混合油等使用量( ) 30,924 35,951 23,714 19,301 16,216 -14,708 -47.6%

ガソリン使用量( ) 162,361 157,458 155,699 146,358 141,103 -21,258 -13.1%

軽油使用量( ) 69,027 66,706 67,415 61,298 60,801 -8,226 -11.9%

〈結果と考察〉 

  市役所全施設における CO 排出量については、平成 27 年 4 月 1 日より磐南浄化センター

が静岡県から磐田市に移管されたため、平成 24 年度比 11.8％（2,985.3t-CO2）増加し、

12



削減目標４％を達成することができませんでした。しかし、磐南浄化センターの CO 排出

量を除いた場合は、平成 24 年度比 4.5％（11,129.8t-CO2）減少し、削減目標４％を達成

しています。

〈今後の対応〉 

 日頃実施している、CO 排出量削減の取り組みを継続していくため、｢いわたエコ通信｣

等で引き続き啓発を実施します。 

廃棄物排出量          対 H24 年度比２％削減        単位：kg 

廃棄物 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 対H24増減 H24年度比 達成

可燃ごみ 124,903.2 129,432.0 142,097.0 129,979.5 127,478.6 2,575.4 2.1% ×

給食残飯 77,334.4 68,383.3 64,001.8 51,535.0 57,336.5 -19,997.9 -25.9% ○

古紙 41,110.2 40,560.9 40,807.7 41,871.2 45,035.8 3,925.6 9.5% ×

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ屑 5,994.7 5,451.5 4,430.5 4,758.6 4,719.1 -1,275.6 -21.3% ○

機密文書 24,516.4 22,862.6 25,044.2 25,211.0 29,260.2 4,743.8 19.3% ×

容器包装プラ 12,837.5 12,424.6 8,946.0 7,265.3 7,349.0 -5,488.5 -42.8% ○

空き缶 1,461.4 2,041.8 1,200.8 1,105.1 1,072.7 -388.7 -26.6% ○

空きびん 519.7 743.5 419.9 429.4 334.1 -185.6 -35.7% ○

ペットボトル 1,071.2 1,140.3 906.7 865.7 759.8 -311.4 -29.1% ○

金物・小型電化製品 6,951.0 5,987.4 5,199.4 8,205.3 6,302.7 -648.3 -9.3% ○

有害ごみ 581.4 744.0 498.5 595.5 869.6 288.2 49.6% ×

破砕・埋立ごみ 17,273.9 17,872.8 6,322.2 2,431.2 2,030.1 -15,243.8 -88.2% ○

合計 314,555.0 307,644.7 299,874.7 274,252.8 282,548.2 -32,006.8 -10.2% ○

〈結果と考察〉 

廃棄物排出量の合計は、平成 24 年度比 10.2％（32,006.8kg）減少し、削減目標２％ 

を達成できました。 

〈今後の対応〉 

廃棄物の合計では排出量削減目標を達成することができましたが、廃棄物の種類ごと

に目標達成できていないものや、排出量が増加傾向にあるものについて、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。 

(2) 水使用量               対 H24 年度比４％削減     単位： 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 対H24増減 H24年度比 達成

水道 704,156 611,642 556,059 559,663 558,912 -145,244 -20.6% ○

地下水 502,812 506,982 353,742 539,958 590,689 87,877 17.5% ×

合計 1,206,968 1,118,624 909,801 1,099,621 1,149,601 -57,367 -4.8% ○
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〈結果と考察〉 

    上水道の使用量は、平成 24 年度比 20.6 ％（145,244  ）減少し、地下水の使用量

は、17.5 ％（87,877  ）増加しました。全体では 4.8 ％（57,367  ）減少し、削

減目標４％を達成することができました。 

〈今後の対応〉 

    上水道及び地下水の、節水への取り組みを継続していくため、｢いわたエコ通信｣等

で引き続き啓発を実施します。 

(3) コピー用紙の購入量             対 H24 年度比５％削減   単位：枚 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 対H24増減 H24年度比 達成

Ａ４ 23,052,000 22,527,038 22,275,876 22,226,880 26,051,762 2,999,762 13.0% ×

Ａ３ 1,220,300 1,473,500 1,459,356 1,140,000 1,987,500 767,200 62.9% ×

Ｂ５ 1,197,750 1,412,000 1,087,500 952,000 1,080,000 -117,750 -9.8% ○

Ｂ４ 1,990,000 1,846,000 1,645,500 1,570,500 1,825,000 -165,000 -8.3% ○

合計（A4換算） 29,375,913 29,302,038 28,478,463 27,576,630 33,574,262 4,198,349 14.3% ×

〈結果と考察〉 

コピー用紙の購入量は、平成 24 年度比 14.3％と大幅に増加し、削減目標５％を達成

できませんでした。 

〈今後の対応〉 

総合内部事務システムによる削減を期待するとともに、各部署単位でミスコピーやミ

スプリントの防止対策の徹底、裏面利用やＮ－ＵＰ印刷の推進を図り削減に努めます。 

(4) グリーン購入率（％）              平成 29 年度に 100％とする。 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H24年度比

グリーン購入率 91.3% 92.9% 95.4% 94.6% 95.8% +4.5%

〈結果と考察〉 

グリーン購入率は、平成 24 年度比 4.5％の改善が図られました。グリーン購入できな

かった主な品目として、「納入印刷物」及び「照明」がありました。理由は、再生紙が

適さない、高価格、目的にあった商品がないというものでした。 

〈今後の対応〉 

環境管理推進員を対象とした説明会を継続して開催します。また、グリーン購入率

100％を達成するため、｢いわたエコ通信｣等で引き続き啓発を実施します。 
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(5) 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

H27年度 14.9 19.7 21.2 25.2 26.8 22.8 18.5 15.1 10.4 6.8 7.3 10.8

H28年度 16.0 19.6 22.2 25.4 27.3 24.9 20.3 13.8 9.4 6.0 6.7 8.9

対24年度 +2.0 +1.1 +0.6 0.0 +0.2 0.0 +1.0 +1.3 +2.7 +0.9 +0.8 -2.7

〈考察〉 

平成 24 年度と比較すると、夏期の気温はほぼ変わりません。冬期は気温が少し高めの

月が多いですが、3月の気温が例年に比べて低くなっており、年間を通してみると、気温

による電気使用量への影響はほとんどないと思われます。今後も各施設において、適切

な室温の管理を実施します。 
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５． 環境活動取組目標の状況と評価（平成 28 年 4 月～平成 29 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 

可燃ごみの削減 紙は出来るだけリサイクルごみとして

処分、使える紙、書類袋は再利用する 

裏紙利用や N アップ印刷を

積極的に利用した 

印刷紙の削減 両面コピー、両面印刷の徹底 

N アップの積極的使用で紙の節減 

電気使用量削減 昼休みの消灯や離席時のパソコンを電

源オフ、不要な照明を減らす 
部分消灯を行い、使用時以

外常に消灯に努めた 

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 

業務に支障のない範囲で、

朝夕の消灯を徹底した 

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 

印刷前のプレビュー確認で、ミスプリ

ント削減 

試し刷りや課内の文書等の

裏面再利用に積極的に取り

組んだ 

情報システム課 

総合内部事務シス

テムの着実な推進 

文書管理システムが本稼働したこと

で、更なる電子決裁を推進し、紙の使

用量を削減する   

電子決裁を推進した 

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、終業後の消灯及び

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 
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自治振興課 

電気使用量の削減 自席のパソコンは、30分以上席を外す

際は電源を切る 

昼休み、始業前、終業後の消灯 

目標に沿った電源のオフを

実施 

紙使用量の削減 裏面使用、Ｎアップ印刷、電子データ

による供覧 

紙の使用削減を奨励 

各交流センターに

対する省電力、省資

源の推進 

交流センター職員に対し、連絡会議等

で省電力、省資源の意識付けを図る 

交流センター２２施設で省

エネの奨励を実施 

危機管理課 

電気使用量の削減 外出や会議で席を離れるときには、自

席のパソコンを閉じ、省電力化を図る 

時間外の部分消灯を徹底する 

離席等の際はパソコンを閉

じるよう徹底、始業前・昼

休みの消灯を徹底した 

印刷用紙使用量の

削減 

裏紙利用を図、両面コピーや N アップ

印刷機能の活用、必要な枚数だけ資料

を印刷する 

常時プリンターに裏紙を設

置し、裏紙利用を促進 

職員間で資料を共有する等

無駄な印刷を減らした 

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【件数は、工事 300 件＋

委託 100 件＝400 件を予定】 

建設工事２３７件、建設関

連業務委託９１件を電子入

札により実施 

実施率１００％ 

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

ータ共有、両面コピーの徹底、紙の裏

面を活用、審査委員会資料のタブレッ

ト化 

審査委員会にタブレットを

導入し、会議のペーパーレ

スを図った 

電気量の削減 朝夕や昼休み等執務時間以外の消灯を

徹底、パソコンのこまめな電源 OFF 

就業前、昼休みの消灯(40

分間)を徹底した 
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【支所】 

 福田支所 

電気使用量の削減 自然換気を心掛け、空調経費を削減 

始業前、昼休みの消灯を徹底 

長時間離席時はこまめにパソコン電源

OFF を徹底 

日々の消灯、換気等の取り

組みを徹底した 

紙使用量の削減 裏紙使用、両面印刷、N アップ機能の

利用を徹底 

電子ファイルの積極利用によりペーパ

ーレス化を心がける 

機密以外の小さな紙はリサイクルでき

る古紙として分別する 

用紙購入量が減ることはな

かったが、Nアップ印刷や裏

紙利用、ペーパーレス化に

取り組んだ 

 竜洋支所 

灯油使用量の削減 緑のカーテンを庁舎南側に設置し冷房

の使用を抑制する 

電気料金が前年比 3％、約

50,000 円削減できた 

電気使用量の削減 始業前、昼休みの消灯を徹底 

日中は廊下、トイレ等の消灯を徹底 

会議室等は使用時のみ点灯 

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 

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、長時間離席のパ

ソコンシャットダウン、電灯の LED 化、

デマンドを活用した冷暖房の運転監視 

部分消灯の実施等に取組ん

だが、26,817 kWh の増とな

った 

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 

軽自動車の利用や走行距離

の減等により 1,279 減 

紙使用量の削減 裏紙活用、両面印刷の促進 取組を実施し紙使用量の削

減を図った 

18



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

を徹底し、会議室等は使用時のみ点灯、

長時間離席時にはパソコンの電源を切

る 

電気使用量  

前年度比 1,377kwh の削減 

102,148kwh（H27） 

100,771kwh（H28） 

紙使用量の削減 裏紙使用の推進、両面コピー・両面印

刷・スキャンの徹底 

用紙購入量 

前年度比 43,500 枚削減 

118,500 枚（H27：A4） 

75,000 枚（H28：A4） 

燃料使用量の削減 冷暖房を適切な温度で管理する 

公用車のエコドライブを徹底する 

ガソリン購入量 

前年度比 194 の削減 

2,444 (H27) 

2,250 (H28) 

廃棄物のリサイク

ルへの推進 

機密文書以外の小さな紙もリサイクル

できる古紙として分別する 

古紙排出量 

前年度比古紙のリサイクル

量 23 kg 増加 

140kg(H27） 

163kg(H28) 

【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、昼休みの消灯徹底、

課長及び部長席の離席の際

の消灯に努めた 

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・シティプロモーション課 

電気使用量の削減 朝礼開始前、昼休み時間帯は、部分消

灯する 

執務室における、朝礼開始

前、昼休みの部分消灯の実

施、市政情報コーナーにお

ける使用時以外の消灯実施 

コピー用紙の使用

量削減 

裏紙利用を徹底する、用紙購入量の削

減に努める 

裏紙利用の徹底により用紙

購入量が前年度比約5000枚

減少した 
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財政課 

電気使用量の削減 空調機の設定温度の適正化 

始業前・昼休み・終業後の消灯 

長時間離席・未使用時のパソコン節電

モードを利用 

窓開けによる室内温度調

整、就業前・昼休みは消灯

を実施、室内の蛍光灯５か

所減 

燃料費の削減 集中管理車両をアイドリングストップ

車両に更新 

集中管理車両のおよそ３分

の１はアイドリングストッ

プ車両となった 

車両更新では燃費向上の車

種を購入 

廃棄物の削減 N アップ・両面印刷及び裏紙の徹底 コピー裏紙使用の実施 

ダンボール箱は再利用のた

めストックした 

市税課 

電気使用量の削減 離席時は PC をスリープ状態にする 

30 分以上の離籍は 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 

始業前や時間外勤務時の部分消灯実施 

運搬作業以外でのエレベー

ター使用なし、部分消灯の

実施、時間外勤務は 27年度

比 328 時間削減 

紙使用量の削減 コピー枚数を減らす、裏紙の積極的な

利用、カラーコピーは原則使用しない、

Ｎアップ印刷の実施、余った封筒の再

利用 

年度に関係なく使用できる

よう封筒の仕様を変更 

用紙発注数として前年度比

A4 は 5,000 枚削減、A3は

3,000 枚削減 

収納課 

紙使用量の削減 ゴミ箱に専用の袋を配置し、小さい紙

片もリサイクルを実施 

裏紙専用の収集箱を設置し、個人情報

などのチェックを経て使用可能な裏紙

を専用箱に入れて活用 

小さい紙片回収用袋の設置

により可燃ごみからリサイ

クルに回すことができた 

約 2,500 枚の裏紙を利用し

コピー用紙購入代を削減で

きた 

20



【市民部】 

市民活動推進課 

可燃ごみ搬出量の

削減 

再生可能な紙ごみを可燃ごみとしな

い、メモに利用した紙などは、再生紙

として搬出する、イベント後の可燃ご

みも丁寧に分別し再生紙として搬出す

る、ビニ－ルごみは、安易に燃えるご

みとせず、容器包装等にしっかり分別

する 

可燃ごみ搬出量を39㎏削減

できた 

（H27）118 ㎏ 

（H28）79K ㎏ 

全てのごみの総量も 168 ㎏

削減できた 

（H27）1,422 ㎏ 

（H28）1,254K ㎏ 

スポーツ振興室 

改修施設の照明の

LED 化を図り、新規

施設への再生可能

エネルギー（太陽光

等）の採用の検討を

行う 

更新時期を迎えた既存施設の照明の適

正設置数を再検討するなどし、LED 化

を図る 

次年度建設予定の施設において、再生

可能エネルギーの採用等を検討し、照

明の消費電力の削減など省エネに配慮

した設計を行う 

南島体育館の不点灯照明を

LED 照明へ交換 8 灯 

次年度建設予定の卓球場・

アーチェリー場の照明を

LED 照明で設計した 

文化振興課 

電気使用量の削減 施設利用者に影響しない部分の消灯

と、離席時のパソコン消灯などによる

待機消費電力の削減 

使用しない部屋や部分的

な消灯を常に気を付け、

来館者にも節電を呼びか

けた 

コピー用紙の使用

量削減 

裏紙利用のさらなる徹底と、無駄なコ

ピーの廃止により、用紙購入量を削減

に努める 

裏紙利用は職員一人一人

の意識として以前より深

く根付いてきている 

竜洋なぎの木会館 

コピー用紙使用量

の削減 

不必要な印刷は行なわない 取組み実施によりコピー用

紙使用量の削減に努めた 

消費電力の削減 白熱灯については、随時、LED 化 

避難誘導灯、非常口灯の LED 化 

避難誘導灯、非常口灯の LED

化 10 箇所、白熱灯の LED 化

31箇所、その他蛍光灯のLED

化により3,700W削減できた

グリーンカーテン

の実施 

グリーンカーテンを実施する 緑のカーテンを実施した 
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市民課 

コピー用紙の使用

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 

コピー用紙購入量は、マイ

ナンバー業務で使用のため

増加したが、通常業務では

裏紙利用を心がけコピーの

削減に努力した 

【健康福祉部】 

国保年金課 

データヘルス計画

の推進 

国保のレセプトデータや健診データ等

の情報を活用し、分析結果をもとに効

果的な保健事業を行うための実施計画

を平成 27年度中に策定した。計画の実

践・評価により、市民の健康増進の環

境が整えられることが期待される 

健康増進課で進める保健事

業。民生・児童委員への説

明等により、健康増進の啓

発を進めたが、効果判定ま

で至っていない。保健事業

推進により、医療費削減等

の効果が期待される 

しかし、事業推進の短期的

評価ができる指標づくりが

今後の課題である 

ジェネリック医薬

品の普及促進等医

療費適正化の推進 

ジェネリック医薬品の差額通知の発送

により、医療費削減の意識を喚起する

ことや、レセプト点検を進めることで

適正な医療費給付を進めることがで

き、持続可能な医療保険制度の環境を

整えられることが期待される 

ジェネリック医薬品の差額

通知を年２回発送 

レセプト点検による第三者

行為の取組みをより強化 

持続可能な医療保険制度の

環境を整える体制を充実し

た 

ノー残業デーの実

施 

年間 80 日以上のノー残業デーを設定

し、完全実施をするよう取り組む。こ

のことで、庁舎での時間外の節電が図

れる 

資格管理グループは 87日、

賦課グループは 128 日実施

庁舎での時間外の節電に寄

与した 
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福祉課 

総合事業等の実施

により効果的な介

護保険事業の推進 

必要な方に必要な介護サービス等の提

供が図られるよう、総合事業をはじめ

とする市が実施する地域支援事業にお

いて、持続可能な制度となるよう仕組

みづくり等を進める 

持続可能な制度となるよう

な仕組みづくりを推進 

給付費適正化計画

に基づく介護保険

事業の円滑な運営 

給付費適正化計画に基づき、介護認定

の的確な実施、ケアプラン点検による

サービス提供の適正実施等を進め、特

別会計の抑制を目指しつつ、円滑な運

営を図る 

サービス提供の適正化等に

よる円滑な制度運営を実施 

ノー残業デーの実

施による、電力使用

量の節減 

ノー残業デーを設定し、時間外勤務に

よる電力使用量の節減を図る 

時間外勤務削減に伴い、電

力使用量の節減が図られた 

H27 年度： 199.2 時間 

H28 年度： 104.1 時間 

※4～2 月における職員 1 人

あたりの時間外勤務時間を

比較 

健康増進課 

紙類の可燃ごみの

減量及び再生紙の

増加 

名刺サイズ以上の紙類は再生紙として

利用する 

ごみ箱に「名刺サイズは再生紙へ」と

提示する 

可燃ごみはＨ27 年度 47 ㎏

Ｈ28 年度 539 ㎏と約 11.5

倍増加。救護所の物品入替、

豊田倉庫や豊田支所健診会

場の片づけ等作業によると

思われる。その分再生紙も

Ｈ27 年度 25 ㎏Ｈ28 年度

2,519 ㎏と約 100 倍増加し

た 

食育活動の推進に

よる公立保育園給

食残量の減少 

保育園職員による検食の評価内容と残

量の関連を調査する 

福田こども園の１か月間の

残食結果は１㎏以上あった

日数が５日から１日に減少

した 

いきいき百歳体操

の普及（高齢者の身

近な居場所づくり、

健康寿命の延伸） 

自治会等地区役員への周知及び保健師

栄養士による地域へのＰＲ 

（目標）H28.8 月 28 か所×約 15人＝

420 人 

H33 年度：40 か所×15人＝600 人 

Ｈ29.4.11 現在 41 か所×

約 15 人＝615 人 
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【こども部】 

子育て支援課 

電気使用量の削減 朝礼前、昼休み時間帯の消灯 

時間外勤務時の部分点灯 

エレベーターは原則使用しない 

具体的な取り組みを通し

て、職員の節電への意識付

けができた 

幼稚園保育園課 

電気使用量の削減 朝礼前、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、夏場はポッ

ト使用を控える 

幼稚園等にミストシャワーを設置

し、保育室の温度を下げる 

できる範囲での消灯やエレ

ベーターの使用禁止、クー

ルビスや夏場のポット使用

禁止など電気使用量の削減

ができた 

【幼稚園】 

磐田北幼稚園 

地球にやさしい教育

活動の推進 

ゴミの削減―ごみの

分別、資源への活用 

教育活動や事務処理等で排出された

ゴミについて細かく分別し、資源へ

の活用をする 

学級に分別がしやすいよう

にゴミ箱を置いたことで分

別意識が高まった 

事務処理によるシュレッダ

ーゴミを資源として出すよ

うにした（資源回収率１

５％増） 

廃材等の教育活動へ

の活用 

園や家庭で出た廃材等（空き箱、カ

ップ、牛乳パック等）を教育活動に

役立て、園児と共に地球環境を考え

る機会とする 

廃材利用率８０％ 教育活

動に大いに役立てた 

磐田南幼稚園 

電気代の節約 こまめに電気を消す、コンセントを

抜く、電気量を昨年度と比べ、削減

を意識する 

職員間で声を掛け合い、電

気量削減の意識が高まっ

た。昨年度比３％削減 

紙資源の削減 裏紙の利用をする 会議書類や文書の印刷に裏

紙を利用し、紙の使用量の

削減につながった 

雑紙の資源化 製作活動や壁面飾り製作時の雑紙

は、紙袋に集め、資源回収に出す 

雑紙用紙袋を用意し、職員

に周知したことで、資源に

まわすことができた 
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向笠幼稚園 

地域の資源（人、自

然）を有効活用する 

地域の自然を知る（子どもたちが歩

いていくことができる場所の下見、

保護者から情報を得たりする） 

地域の自然に出掛ける（園外保育） 

地域の自然を使っての遊び、（場、実

り、人、素材）の工夫をする 

幼稚園では毎年、地域の方
の協力のもと、イモ類、タ
ケノコ、クリ、ブルーベリ
ー、梅の実等の収穫、調理
の自然体験を行っている。 
今年度新たに、地域で活用
できる自然環境を把握し、
以下を保育に取り入れた。 
・地域に出掛けての田んぼ
遊び（レンゲ・泥んこ） 
・保護者と泥を園内に運び、
砂場の一つを泥田にした。 
・新たな散歩目的地を開拓。
（篠原―ドングリ、橙香園
―クチナシの花、竹之内―
ススキ） 
・地域畑のサツマイモのツ
ルを園内に運び、ツル遊び
を楽しむ 
・年長児綿くり体験 
・園内の草花の種類は、季
節ごとに子どもたちが遊べ
るものを選んでいる 
・園外保育や自然の遊びを
行った当日に、保育ドキュ
メンテーションを用いて保
護者に様子を伝えた 
効果 
・年少児からの園外保育の
経験、飼育栽培の体験の積
み重ねにより、自然への面
白さや不思議さに目を向
け、興味関心を深めている 
・園外保育を楽しみにし、
歩くことへの抵抗感も無く
足取りがしっかりとし、体
力も付いてきている 
・栽培物は、成長を喜びな
がら世話をするだけでな
く、どのように味わうか調
理の仕方にも関心をもった
言葉を発していた 
・職員は、子どもたちの遊
びを写真に記録すること
で、子どもたちの自然物に
対する思いや心の変容を読
み取る機会を得た。年間を
通して自然体験を記録する
ことで、これらの積み重ね
が、子どもたちの豊かな育
ちにつながっていることを
実感した。また、保護者ア
ンケートにおいて、98％が
地域の自然を生かした保育
を行っていると回答 

25



長野幼稚園 

ゴミの量(紙類)の削

減 

コピーや印刷に裏紙を利用する 

資源になる物は、資源ゴミに回す 

雑紙の資源回収や裏紙利用

を積極的に行い、紙ゴミの

削減につながった 

岩田幼稚園 

水使用量の削減 手洗いをするときは、必ず水をとめ

るように指導する 

砂場のおもちゃやバケツを洗ったた

め水は、捨てずに花壇の水かけに利

用する 

手洗いをする際、声かけを

続けたため、水を出しっぱ

なしにする子が減った 

水の無駄遣いがなくなり使

用量も減ったといえる 

田原幼稚園 

ごみの量の削減 各部屋に分別用の紙袋を用意し、職

員も、子どもも資源ごみになるもの

は、意識して分別する 

裏紙の利用 

4 月～9月   16 袋分 

10 月～11/11  6 袋分 

11 月～3月  35 袋分 

２年目の取組みで、一人ひ

とりが意識して取り組んだ

事で、古紙の回収率が増え

た。職員が意識する事で、

子どもにもエコの意識がも

てるようになってきた 

東部幼稚園 

ゴミの削減 ゴミは小さく切ったり、詰めて袋に

入れたりし、可燃ゴミの袋を月２枚

減らす 

ゴミの袋は月によって、差

があり、減らせない月もあ

った 

紙使用量の削減 裏紙利用促進、園内資料はできるだ

け裏紙を利用、一人あたり月に５枚

減らす 

一人あたり５枚×９か月分

×１６人＝７２０枚削減 

パソコン上で確認してから

印刷をするようにして裏紙

利用に努めた 

磐田中部幼稚園 

紙使用量の削減 裏紙利用、両面印刷、画用紙等の切

れ端の有効利用 

メールはパソコン画面で確

認し不要な印刷は避けた 

両面印刷やＡ５はまとめて

Ａ４にして印刷した 

画用紙の切れ端を捨てずに

子供の製作あそびに利用

し、無駄な購入を省くこと

ができた 
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南御厨幼稚園 

ゴミの削減 一つのゴミ袋の中になるべく沢山入

れる、資源になるゴミは資源に回す、

毎週のゴミ袋の使用枚数を記録する 

可燃ごみ 

(H27)  303.8 ㎏  152 袋 

(H28)  160.5 ㎏  124 袋 

プラスチックごみ 

(H27)   40.5 ㎏   39 袋 

(H28)   30.0 ㎏   32 袋 

紙ごみ等はなるべく資源へ

回した 

磐田西幼稚園 

紙使用量の削減 裏紙利用の促進、再利用できる紙類

は、資源回収に回す 

裏紙利用を実施 

裏紙利用できない紙は資源

回収に出し、ごみの削減に

つながった 

グリーンカーテン設

置 

グリーンカーテンとミストシャワー

を使って、夏のエネルギー使用量の

削減 

ゴーヤのグリーンカーテン

が大きく成長し、冷房の温

度調節に役立ち、エネルギ

ー使用量削減につながった 

節電 電気、エアコン、扇風機などをこま

めに消す 

職員でお互いにチェックし

合い節電に努めた 

福田中幼稚園 

ごみの削減 各クラスに資源回収用の入れ物を用

意し、子どもたちも考え分別するよ

うにする 

画用紙の切れ端は遊びに再利用し廃

材利用を子どもたちに伝える 

昨年度と比較できるよう数値化する 

資源になる物は資源ごみに回す 

前年度比、可燃ゴミ(-94 ㎏)

給食残飯(-3 ㎏)金物・小型

家電製品(-6 ㎏)削減でき

た。可燃ゴミは各クラスに

資源回収用の入れ物を用意

し、子どもたちも考えなが

ら分別を繰り返す中で、リ

サイクルの方法が定着して

きた。ゴミ袋の数を減らす

ため小さくまとめるよう心

がけた 

竜洋幼稚園 

ごみの量の削減 裏紙を利用する、資源になるものは

資源回収に回す（小さな画用紙の切

れ端等）、ごみ袋の数･重さを昨年度

と比較し数値化する 

裏紙の再利用を職員に呼び

かけていくことで意識する

ことができた 
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豊田南幼稚園 

紙ゴミの削減 裏紙使用の促進、製作活動時の雑紙

（画用紙・広告など）は資源回収に

出す、画用紙の切れ端は子どもの自

由製作で使用する 

各保育室で月１～２袋、資

源回収へ出すことができた 

子どもたちも画用紙や空き

箱などがリサイクルになる

ことが意識できた 

豊田北部幼稚園 

紙使用量の削減 園内資料は裏紙を積極的に利用する コピー使用料が削減できた 

(H27)３２，２３４円 

(H28)２６，９８５円 

文具や教材は、詰め替え用

の購入やエコマーク商品を

探して注文するよう職員に

声かけをし、職員の意識が

高まった 

グリーン購入促進 文具、教材の在庫管理の徹底 

水の節約 水道使用時の声かけ（無駄遣い、使

用時間） 

青城幼稚園 

ごみの削減 ごみを小さくまとめて出す、カップ

や空き箱を遊びに再利用する、雑紙

は資源回収で出す 

カップや空き箱は製作遊び

やカゴの代わりとして活

用、ごみは出来る限り小さ

くして紙類は雑紙として資

源へ出すように心がけた、 

可燃ごみは２４％、容器包

装は３２％削減できた 

豊田東幼稚園 

５Ｓの実施 全職員で５Ｓ（整理・整頓・清潔・

清掃・しつけ）を意識し、声を掛け

合い、実施することで、資源の無駄

遣いを減らす 

年度末にアンケートをとり、１０

０％の職員が「働きやすい環境にな

った」と答えられるよう努める 

５Sの観点で、保育室、教材

室、雑庫などすべての場所

を使いやすく整えた。歴年

の在庫整理を行ったため、

廃棄物の数値削減には至っ

ていない 

アンケートでは９割以上の

職員が「働きやすい環境に

なった」と回答した 
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豊岡南幼稚園 

アルミ缶回収量を増

やそう 

今まで行っていたアルミ缶回収の取

り組みに月一度の強化日を設ける 

園便りや強化日を知らせる掲示、呼

びかけをし、教師、保護者、子ども

たちの意識を高める 

☆アルミ缶の回収量を増やすことに

より、地域のゴミ削減、ポイ捨て防

止、子どもたちへの環境教育に努め

る 

アルミ缶総回収量増加と収

入金額の増加 

(H27)  35 ㎏   1,853 円 

(H28) 172 ㎏  6,507 円 

保護者や子どもたちが意識

してアルミ缶の回収に参加

するようになった 

【保育園】 

磐田北保育園 

子ども達と一緒に取
り組もう！ 

環境整備と安全点検 
もったいない…って
なあに（環境教育の
実施） 

○環境整備と安全点検(継続してい

く) 

保育園で安心して遊ぶために、園庭
から危険なものを取り除くよう整備
したり、きれいにしたりする。花や
野菜などの植物を植え、自然を利用
して過ごす。 

環境整備…草取の時間を決めて行う 

・園庭のゴミ拾い、石拾い 

・植物を植えて自然を利用する。 

○ゴミの捨て方を知ろう 

ゴミの捨て方や物の扱い方を知って

物を大切にすることを知らせていく 

・紙の使用可、使用不可の区別を知

る 

・使えるものは大切に使う 

保育士が子どものお手本となって子

どもと一緒に取り組んでいく 

環境整備を子どもと一緒に

行ったことで、石や尖った

ものなどが落ちていると子

ども達が拾ったり、知らせ

てくれたりするようにな

り、ゴミを拾うという習慣

も身に付いた 

危険な物やゴミがなくなっ

たことで園庭がきれいにな

り、つまずいたり、滑った

りすることがなくなり、子

どもの怪我が少なくなった 

ゴミの分別を知らせること

で、再利用できるもの、資

源回収に出すなど仕分けを

しっかりするようになった 
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二之宮保育園 

ゴミの分別をしまし

ょう 

―資源になるものは

資源に― 

ゴミの分別をしっかりすることによ

って、ゴミの軽減につなげる  

年齢に合わせた教育をして、リサイ

クルの仕組みを学ぶ 

職員も子ども達も、物を大切に使う

ことや無駄にしないことを意識し

て、画用紙などの教材の再利用・削

減に努める 

画用紙の切れ端を入れる箱を作り、

その中から使う 

各クラスで雑紙入れを用意し、資源

に回す 

牛乳パックを広げて、資源として出

す 

ゴミの分別方法を分かりやすく表示

する 

新聞紙や広告紙、カレンダーの裏な

どの再利用をする 

カラフルパレットの「ポイ

捨てはだめ！」の講演を親

子で聞き、ゴミ分別の意識

向上に努めた結果、資源回

収率が高まり、利益増に繋

がった 

積極的に裏紙やカレンダー

の裏などを使用し、コピー

紙購入の削減になった 

今年の目標である「ゴミと

資源の区別」を各クラスで

の取り組みを強化した結

果、資源回収の利益が増し

た。 

竜洋西保育園 

資源の有効活用とエ

コ意識の向上 

◎資源の有効活用・・廃棄物の削減 

○牛乳パックの再利用…製作・玩具

などに活用 

○古紙（チラシ、新聞紙、雑誌、新

聞紙 など）の活用 

・裏紙の再利用…メモ用紙・コピー

用紙・絵かき用 

・チラシ・新聞紙などの古紙…折り

紙・紙遊びなどの保育活動に活用 

○古紙・アルミ・段ボール・牛乳パ

ック・古布など…資源回収 

◎エコ意識の向上 

・資源ごみ箱の設置とごみの分別 

・牛乳パックの回収…年長児の当番

活動 

・『ポイ捨てはダメ！』体操…ゴミの

分別意識づけ 

◎資源の有効活用 

○年長児の当番活動の一つ

として各クラスの牛乳パッ

クを回収し、製作・玩具な

どに再利用できた。 

○古紙や段ボール箱などは

遊びの環境として有効活用

できた。資源回収にも協力。

○保護者会の資源回収への

協力により収益で子どもの

保育用品を購入した。 

◎エコ意識の向上 

○牛乳パック回収と資源回

収は今後も年長児の当番活

動として継続し、エコ意識

の向上につなげていきた

い。 
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竜洋東保育園 

5S 活動で業務効率 UP  

防潮堤へドングリを

植えよう 

◎情報、文書、事務室の整理…不要

な物を捨てる→探す時間のムダ→効

率ｕｐ・経費削減 

・ＰＣデータ・・・フォルダ作成 見

やすくわかりやすく 

・文書ファイル・・・ファイルのル

ールを設定、４月現在 ファイル数

３００→３月１５０ 

・５Ｓ・・・整理整頓で動線確保 紙、

文房具等「先入れ先出し」「ジャス

ト・イン・タイム」在庫減の徹底で

経費削減 

◎防潮堤へドングリ植えよう 

・緑を増やして環境保全、減災への

意識を高める。 

…ドングリの苗を栽培 ３０年防潮

堤への植樹を目指す 

５Ｓ活動→業務効率ＵＰ

→時間外勤務削減 

・ＰＣデータ…１４フォル

ダで管理 

・文書ファイル…県、市監

査用、園用（ＰＣフォルダ

と合わせる） 

ファイル数 120（280 減） 

園児による防潮堤づくりプ

ロジェクト 

・植物を育てることが自然

環境を守ることにつながる

ことがわかった。長期的視

野で環境教育を推進したい 

竜洋北保育園 

子どもと一緒に資源

回収 

クラスに紙ごみ入れ用の袋や箱を用

意をし、クラスで出る紙ごみを子ど

もと一緒に分別する。 

資源として回収することで昨年の可

燃ごみ量（2218kg）の５％（110kg）

を減らす。 

クラスに雑紙入れ用の袋を

用意し、職員が率先して分

別する様子を見て、子ども

たちも分別をしてくれた結

果、今年の可燃ごみ量は

2139 ㎏であった 

昨年度比 79 ㎏、3,6％の可

燃ゴミを削減した 
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豊田北保育園 

紙を大切に使おう 

画用紙・色紙・広告

紙・新聞紙等 

裏紙利用 

保育士が紙を大切に使うことで子ど

もたちにも大切さを知らせる 

「捨てよう」と思った時に、「何かに

使えるかな」「子どもたちの制作遊び

につかえるかな」と立ち止まって考

える 

職員室や教材庫に「紙を大

切に使おう」「印刷物は、裏

紙を使いましょう」「捨てる

前にはもう一度考えてみま

しょう」と張り紙を貼り、

回覧でも呼びかけをしたこ

とで職員の意識が変わって

きた 

再生紙と画用紙の購入価格

の比較をし、昨年と比べ３

割程減となった。これは画

用紙の代わりに広告や包装

紙、廃材を使って遊んだり

作品を作って工夫をしてき

たこと繋がっている 

豊田西保育園 

園庭及び園舎敷地周

辺の美化 

園庭は、地域の人たちに開放されて

いる 

月曜日の朝、年長児が中心に園舎敷

地外周り及び園庭のゴミ拾いや草取

りをする（年間２０回以上） 

ゴミの分別をし、環境美化に対する

意識を高める。 

活動を経験したことで子ど

もたちの意識が高まった 

室内や園庭にゴミが落ちて

いると、すすんで拾う姿が 

みられ、きれいにすること

に気持ちよさを感じること 

ができた。当番活動にもゴ

ミの収集を取り入れている 

豊田南第 3保育園 

資源回収量の増加 回収日を増やす（毎日）、資源回収の

掲示の促進、園内整備をし、資源と

して出せるものを分別、資源を大切

にする意識を高めるため、園児にも

分かりやすい資源回収用の箱（クラ

スに置く）を用意 

保護者が気軽に新聞紙やア

ルミ缶等を持って来てく

れ、昨年より多く回収でき

た 

職員だけでなく、子供たち

の意識も高まった。資源回

収用箱は、効果的であった。
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【こども園】 

福田こども園 

資源節約 裏紙利用の促進、両面使用した紙、

空き箱、広告紙等は資源ごみとして

まとめ、廃品回収に出す 

パソコン内でのデータの確

認、裏紙利用等で再生紙の

購入が昨年度より 5 箱減っ

た 

資源回収としての廃品の量

は前年度より増加しなかっ

たが、空き箱・段ボール・

広告紙等は、廃材利用で保

育に活用することが多くな

った 

電気代節約 エアコンの温度設定及び使用開始時

間分散の徹底 

職員室の昼休みの消灯 

取組みにより契約電力使用

量を超えることがなくなっ

た 

園庭の芝生化 園庭の芝生化を実施 

芝生を利用した遊びの実践 

夏季の照り返しや気温上昇

の抑制につながった 

転んでも安全な芝生の上で

未満児を含め全園児が戸外

遊びを楽しめた 

大藤こども園 

自然を身近に感じる

活動の推進 

園区の自然環境を知り、自然物を使

って遊んだり、自然の不思議に触れ

たりして自然を大切にする気持ちを

育む 

園庭の花を使い、色水遊び

をした。咲き終わりの花を

選び、摘んでよい花と、こ

れから咲く花を区別して選

び、遊べるようになった。

秋は園周辺にある長者屋敷

へ散歩に行き、地域の自然

を身近に感じることができ

た 

廃材のリサイクルと

ごみの削減 

園や家庭で出た廃材等（空き箱、カ

ップ、牛乳パックなど）を教育活動

に生かし、資源を大切に使う気持ち

を育み、ごみ削減を図る 

園や家庭から出た空き箱等

の廃材を工夫して使い、制

作活動を1年通して行った。

普段ならごみになる物も、

大切にとっておき製作の素

材として使用することで、

資源の有効活用、ごみの削

減につながった 
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豊岡こども園 

自然環境をいかした

教育実践 

・地域の方々と触れ合う中で自然を

学び、豊かな心を育む 

・天竜川の清掃や鮎の放流の経験を

通して河川美化の大切さに気付く 

・里山に植樹をし、緑化の大切さに

気付く 

○地域の方の畑で季節の野

菜を栽培し収穫した。豊岡

の特産物であるえび芋の苗

植えや収穫体験をし、一緒

にカレーパーティ（6/24）

や豚汁作り（11/11）を楽し

んだ。 

○敷地地区の特産物の立石

柿を使い、地域の方の指示

のもとで、干柿作りに挑戦

し、味わった。 

○和楽久・老人ホームとよ

おか・豊岡東交流センター

サロン・太郎馬サロン・梅

香の里にて、地域のお年寄

りとの触れ合い遊びをし

た。 

○天竜川清掃（5/15）を行

い、河川美化の大切さを学

んだ。また、鮎を放流した

り、つかみ捕りや塩焼き

（7/17）を味わったりして

楽しんだ。 

○里山への植樹は、日程が

合わず実現できなかった

が、初夏や秋の自然に触れ、

地域の方にどんぐりごまの

作り方を教えていただき、

楽しんだ。 
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【産業部】 

産業政策課 

紙使用量の削減 裏紙、両面印刷、Nアップ機能を積極

的に利用 

取組みを積極的に行った 

電気使用量の削減 始業前・昼休みの蛍光灯の消灯 始業前、昼休みの消灯を徹

底した 

ＥＶ・電動バイクの

活用 

市内事業所に小型電気自動車を貸与

しＥＶの普及啓発を行う 

企業訪問など近距離移動の際、課所

有の電動バイクを積極的に活用する 

取組みを実施した 

商工観光課 

ごみの減量 古封筒、裏紙の利用 古封筒は各交流センターや

幼稚園・保育園へチラシや

ポスターを送る際に使用、

裏紙は庁内メールや資料の

打ち出しの際に利用して再

生紙の削減に努めた 

ポスターの再利用 不要になったポスターなどを希望す

る幼稚園や保育園など、幼児教育施

設に配布 

イベントのポスターなど

は、幼稚園保育園課を通し

て幼児教育施設へ配布した 

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

自律的に体験できる「教育ファーム」

の取り組みを推進、支援する 

海老芋農業体験（豊岡北小 4

年）47 人 

地産地消こども講座（市内

小学 5,6 年生）11 人 

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により

利用を推進する 

市営市民農園（２園）の新

規利用者数 9人 

環境保全型農業直接

支払交付金事業の促

進 

化学肥料、農薬の５割低減等により

環境にやさしい農業を営む農家の PR

及び支援 

環境保全型農業の取組面積 

申請団体…1団体(3農業者)

取組内容…カバークロップ 

451ａ、有機農業 614ａ（計

1,065ａ） 
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【建設部】 

道路河川課 

燃料使用量の削減 

ＣＯ2排出量の削減 

自転車による道路パトロールを実施

（車から自転車に一部変更すること

で燃料とＣＯ2を削減） 

建設工事の建設機械は、排ガス規制

済を使用 

有効幅員4.5m以上の歩道に植樹桝の

設置 

自転車パトロール 48 回×

平均 12km=576km 

576km/10km(1 )=約 58 の燃

料と CO2 を削減できた 

建設工事の建設機械は、排

ガス規制済を 100％使用 

電気使用量の削減 道路照明及び自由通路照明のＬＥＤ

化 

ＪＲ豊田駅の南北自由通路

照明をＬＥＤに変更した 

廃棄物排出量の削減 建設工事の使用資材は再生材を使用

し、発生材は再利用を推進 

橋梁等インフラ施設の長寿命化を推

進 

使用資材の再生材使用率

は、約 96％を達成 

道路河川課分室 

電気代の削減 終業以降早めの消灯を心掛ける 昼休みもエアコン使用を控

え窓を開けて対応した 

カラー印刷の削減はできな

かった 

印刷方法の見直し カラー印刷を少なくし、モノクロ印

刷の活用を高める 

燃料費の削減 信号待ちなどの時にアイドリングス

トップを活用し燃料消費削減につと

める 

都市計画課 

電気使用料の削減 就業前、昼休みの消灯、離席時の PC

電源 OFF 

就業前、昼休みの消灯及び

昼休みのＰＣの電源ＯＦＦ

を可能な限り行った 

紙使用料の削減 両面コピー、両面印刷、Ｎアップ印

刷の徹底、機密文書の排出量を削減 

できる限り両面コピー、両

面印刷に努めた 

CO 削減 CO 削減につながる「立地適正化(コ

ンパクトシティ)」の具体化計画 

引き続き CO2 削減につなが

る「立地適正化(コンパクト

シティ)」の具体化に向けて

計画策定していく 
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建築住宅課 

電気使用量の削減 昼休みの PC 電源 OFF、始業前・昼休

みの消灯 

就業前、昼休みの消灯及び

昼休みのＰＣの電源ＯＦＦ

を可能な限り行った 

紙使用量の削減 両面コピー、両面印刷、Ｎアップ印

刷の徹底、裏紙活用の実施、コピー

使用料の削減 

できる限り両面コピー・両

面印刷に努めた 

裏面活用を徹底した 

地域力向上の推進 中古住宅リフォーム補助金制度の利

用促進 

中古住宅リフォーム補助は

30 件の申請を受付し、空き

家の利活用に貢献した 

都市整備課 

電気使用量の削減 離席時 PC電源 OFF とその呼びかけ 

時間外、昼休みは照明を落とす 

就業前、昼休みの消灯を徹

底した 

長期間離席時や昼休みにで

きるだけ PC 電源 OFF した 

磐田市植樹祭においてクロ

マツ・広葉樹等を約 2000 本

植樹し、CO2 削減に努めた 

市内学校等にアサガオ・ゴ

ーヤの種を配布し、緑のカ

ーテン実施を推奨、夏場の

省電力促進に努めた 

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 
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【環境水道部】 

環境課 

磐田市役所における

温室効果ガス排出量

の削減の推進 

温暖化対策に資するあらゆる 

「賢い選択」を促す国民運動 

【COOL CHOICE】を庁内で推進する 

エコ通信を定期的に発行

（4半期に 1回）し、【COOL

CHOICE】の取組み事例や

庁内での環境への取り組

みを紹介し普及促進に努

めた 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 の全庁へ

のさらなる啓発促進 

エコ通信を定期的に発行、内容につ

いても取組を具体的に紹介する 

更なる啓発方法について検討、研究

し取組みを行いつつ普及促進を行う 

環境教育の推進 アースキッズ事業等地球温暖化防止

対策の普及・啓発 

出前講座、風力発電施設見学会など

積極的に行い、環境教育を推進する 

アースキッズ事業参加校

数 12 校 787 人(H27：9校

731 人)参加者数、参加校

数は増加傾向にあり、多

くの子ども達が各家庭で

地球温暖化防止に取り組

んだ 

出前講座とともに、企業

と連携し保育園児のどん

ぐり拾いや風力発電施設

見学会を小学校から保育

園を対象に変更して行

い、環境教育の推進を行

った 

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・通路等の点灯を最小限に 

管理棟壁面に緑のカーテンを設置 

昼休みのＰＣ電源ＯＦＦ 

執務室照明の 2 割を外し常

時消灯、緑のカーテンを設

置し室温の上昇を抑制し電

気量の削減に努めた 

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 

講座・会議の際は両面印刷

し紙使用量削減に努めた 

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し発電

効果の発揮に努める 

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 
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一般廃棄物最終処分場 

電気使用量の削減 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 

節水 業者洗車場を短縮で使用して頂く 洗車時間の短縮により節水

に努めた 

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 

長時間離席時 PCの電源 OFF 

就業前、昼休みの消灯・部

分消灯の徹底、可能な範囲

で PC 電源 OFF 

紙使用量の削減 ミスコピー用紙の裏面活用、両面コ

ピー・両面印刷の徹底、Ｎアップコ

ピー・印刷の活用 

取組みの結果、用紙購入枚

数が大幅に減少した 

（27年度213,000枚→28年

度 185,000 枚） 

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

底した 

長期間離席時や昼休み等可

能な範囲で PC 電源 OFF 

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 

できる限り両面コピー、両

面印刷の徹底 

使用済用紙の裏面活用の徹

底 

【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 

始業前・昼休みの消灯を徹

底した 

紙の使用削減 印刷は、プリンターを原則とし、両

面・裏面印刷を励行 

資料等は電子ファイル化を推進 

裏紙利用を徹底した 
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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、エレベーターは原則使

用しない 

始業前の消灯、離席時の PC

電源オフ、不要な照明の消

灯を徹底した 

紙の使用量・排出量

の削減 

両面・裏紙印刷等を励行 

資料等はデータで所持し、ペーパー

レス化を図る 

印刷実行時に、印刷する文書の内容

を確認する 

両面コピー、両面印刷を徹

底し、Nアップの積極的な利

用をした 

紙はできるだけリサイクル

ごみとして処分した 

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実施 

昼休みのPC電源OFFの実施

紙使用量の削減 コピー機の使用をできるだけ控え、

プリントは原則プリンターを使用す

る 

両面印刷、裏紙利用の励行 

取組みを実施することがで

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 

回覧文書は裏紙を利用し、

印刷は必要最低限にした 

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、離席時のパ

ソコン電源オフを徹底した 

グリーン購入促進 グリーン購入を積極的に購入する グリーン購入対象製品を可

能な限り購入した 

学校給食管理室 

給食残渣の再利用 豊田学校給食センターの生ごみ処理

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 

給食残渣の再利用に努めた 

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 

回覧文書は裏紙を利用 

印刷は必要最低限にした 

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、離席時の PC

電源 OFF は徹底 

グリーン購入促進 グリーン購入対象製品を積極的に購

入 

グリーン購入対象製品を可

能な限り購入した 
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大原学校給食センター 

給食残渣の削減 データから給食残渣量の学校ごとの

傾向を掴み、残渣量の多い献立を今

後の献立作成の参考にする 

栄養士による給食時訪問により生徒

に給食残渣の削減を指導する 

28 年度 14,893Kg で前年度

より 512Kg 増加した 

27 年度 14,381kg 

26 年度 14,279kg 

25 年度 19,904kg 

豊田学校給食センター 

用紙代・電気代・燃

料代等の節約 

裏紙利用、デマンド活用、使用して

いない部屋の電灯を消灯、公用車使

用の際は複数の用事を済ませるよう

心がける 

裏紙利用をし用紙購入費用

の節約を図った、デマンド

の活用や電灯の消灯を実施

した、軽自動車で効率的に

用事を済ませた、複数の用

事を 1 回で済ませて時間の

節約にもなった 

豊岡学校給食センター 

消費電力の削減 エコナビを活用し、瞬間最大電力が

基準量を超えないよう、冷暖房のこ

まめなオン・オフを行う 

洗濯機の乾燥機能を抑え可能な範囲

で室内乾燥を行う 

エコナビの機能（３０分単

位で契約電力を上回りそう

な場合警報音が鳴る）を活

用したこまめなオン・オフ

により、３０分間の間に基

準量を超えることが無かっ

た 

白衣を室内乾燥し電力削減

に努めた 

学校教育課 

電気使用量削減 離席時、昼休みは PC 電源を OFF 

昼休みの消灯を徹底する 

昼休みの消灯、外出時 PC 電

源 OFF の徹底 

紙使用量削減 回覧等は裏紙利用 回覧の裏紙利用実施 

「わたしたちのいわ

た」の作成など環境

教育の継続支援 

「わたしたちのいわた」を活用した

環境教育支援及び定期的な見直し 

小学校４年生の授業で「わ

たしたちのいわた」を活用

し、磐田市のごみ対策につ

いて学習を深めた 
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中央図書館 

電気使用量の削減 離席時・昼休みは PC 電源を OFF、閉

架書庫退出時のＬＥＤ照明以外の消

灯、退館時のシステム機器等電源 OFF

と消灯、廊下・階段等は支障のない

範囲で消灯、夏はグリーンカーテン

を設置、夏は学習室を開放 

27 年度と比較し 5.2％増と

なったが、節電についての

意識付けができた 

「エコアクション

21」取組の啓発 

本のリサイクル市を開催する 

「いわたエコ通信」を１階ロビーへ

掲出する 

本のリサイクル市を年２回

開催し、家庭で読まれなく

なった本の有効活用ができ

た。合計で 12,125 冊提供さ

れ、うち 11,423 冊を来場者

が持ち帰った 

「いわたエコ通信」の掲出

等で利用者への啓発を実施 

福田図書館 

印刷用紙の使用枚数

の削減 

DocuWorks を積極的に活用し、データ

管理する 

裏紙利用を徹底する 

裏紙の利用を積極的におこ

ない、コピー用紙を大幅に

削減した 

クールシェア・ウォ

ームシェアの実施 

クールシェア・ウォームシェアを実

施し、利用者等に広く告知する 

竜洋図書館 

環境問題・「エコアク

ション 21」取組の啓

発 

特設コーナーに環境問題をテーマと

した特集の設置 

「いわたエコ通信」を館内に掲出す

ることにより、来館者に啓発を行う 

エコがテーマの本の特集コ

ーナーを6月 11日から6月

20 日まで設置、「いわたエコ

通信」の vol.12 を 8 月 10

日から、vol.13 を 11 月 30

日から図書館内に掲示し環

境問題の啓発を実施した 

電気使用量の削減 グリーンカーテンを継続して実施

し、夏季の冷房使用を抑える 

5月19日から8月24日まで

グリーンカーテンを実施 

クールシェアの実施 夏休み期間に学習室利用を行う 7月22日から8月31日まで

設置、404 人の利用があった
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豊田図書館 

用紙使用量の削減 コピー機能を上手に使い、両面印刷

や分割での印刷で用紙枚数を削減す

る 

両面印刷、分割印刷を実施、

裏紙用紙を利用し易いよう

にしたことで日常化された 

クールシェアの実施 夏休み期間の学習室の利用促進 夏休み期間 40 日間で 85 人

の利用があった 

豊岡図書館 

廃棄物の削減 図書館内で職員が私用で出すゴミの

持ち帰りを徹底する 

取組みの結果、可燃ごみは

年間で 35kg、月平均約 3kg、

職員一人あたりのごみの量

を月に約 0.5kg に抑えるこ

とができた 

「エコアクション２

１」取組の啓発 

図書館内特設コーナーに「いわたエ

コ通信」の掲出をする 

図書館利用者に「エコアク

ション２１」取組の啓発に

ついて積極的に行えなかっ

た 

文化財課（磐田市埋蔵文化センター） 

電気使用量の削減 休み時間の消灯を徹底、来館者がい

ない時の展示箇所の消灯を徹底 

始業前、昼休みは必ず消灯

し、展示スペースも小まめ

に消灯した 

蛍光灯を LED へ変更した 

紙使用量の削減 N アップ印刷、両面印刷の活用、内部

文書の裏紙使用の徹底 

印刷用紙の裏面再利用、両

面印刷、Nアップの利用で用

紙使用量の削減を図った 

グリーンカーテンの

実施 

グリーンカーテンを実施し、冷房の

電気使用量低減をはかる 

グリーンカーテンを実施

し、冷房の効果アップをは

かり電気使用量の低減が図

れた 
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文化財課（歴史文書館） 

公文書の選別で出た

利用可能な事務用品

を電子掲示板で全職

員に周知し、リユー

ス（再利用）を促す 

公文書選別において、まだ使用でき

る事務用品を保管し、年１回程度の

目安で各課での活用を促していた

が、需要をもっと促すため、定期的

に写真・数量等を具体的に紹介し、

処分していく 

文書館まで、来館できない方のため

に、メール受付も可能とし、総務課

の使送便での運搬ができるように依

頼する（保存箱１箱以内のものを対

象） 

処分された事務用品等を集約する

（結果を踏まえ） 

全ての部署に働きかけ、フ

ァイル等の同等品を購入し

たとして計算したところ、

年間で 536,541 円の消耗品

代が節約できたと考えられ

る 

これらの焼却等を行った場

合には、ＣＯ2の排出が抑え

られたと考えられる 

【小学校】 

磐田北小学校 

電気使用量の削減 誰もいない職員室に電気が点いてい

ないよう注意し、点灯時は見つけた

者が進んで消灯の実施、使用してい

ない電気機器のコンセントを抜く 

無人の教室の消灯を職員へ

の呼びかけにより意識して

取り組めた、エアコンの使

用時間を減らすことができ

た 

磐田中部小学校 

エコ生活の実施 電気・水道を必要な時だけ使う 

節電・節水計画 

環境をよくしていこうとす

る子供たちの意識を高める

ことができた 地球温暖化を食い止

める活動（５年生で

実施） 

エコ生活計画 

磐田西小学校 

電気・水道の使用減

を図る、省エネに取

り組む 

教室等、留守になる時は消灯する、

再生紙の裏紙利用をする、水道の出

しっぱなしはしない 

職員も協力して、留守にな

るときは職員室の消灯を実

施、再生紙の裏紙使用にで

きる限り取組んだ 

磐田南小学校 

電気使用量の削減 使用していない教室等は消灯する 使用していない教室は消灯

した 

紙使用量の削減 職員向けの配布物は裏紙を利用する 裏紙も無駄にせず利用した 
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東部小学校 

コピー用紙の削減 裏紙の使用、メモ用紙としての活用、

資源回収の利用 

職員に呼びかけることによ

り一人ひとりが意識しコピ

ー用紙削減につながった 電気使用量の削減 無人の部屋は消灯する 

大藤小学校 

紙を有効に活用する 裏紙使用、両面印刷を推進する 

資源回収にだせるものは、ゴミとし

ない 

職員の意識が向上し概ね取

り組むことができた 

電気代の節約 室内の蛍光灯は、無人の時は消灯す

る 

向笠小学校 

節電 教室に限らず、職員室なども職員会

議実施時などは照明を消してから移

動するよう心掛ける 

印刷機やシュレッダー等使用しない

時はコンセントを抜き、待機電力の

消費を抑える（退庁時の点検等） 

職員一人ひとりが節電を心

掛けたことにより、概ね達

成できた 

長野小学校 

電気消費量の削減 使用していない部屋の電気、電化製

品をこまめに消す 

継続して取組みをしている

ため昨年度と同じくらいの

電気量であった 

岩田小学校 

紙の有効活用 裏紙利用、資源回収の促進 呼びかけによる職員の意識

向上で、浸透してきた 

田原小学校 

コピー用紙の削減 裏紙利用の推進 職員の意識の向上により利

用促進できた 

電気使用量の削減 エアコンの使用時間の短縮 冷暖房は設定温度、使用時

間を意識し節電できた 

富士見小学校 

こまめな節電の習慣

化 

空き教室は電灯 OFF、部分消灯の実

施、エアコンの適正温度設定、クー

ルビズ、ウォームビズの推進 

概ね実施することができた 

福田小学校 

節電 

平成２７年度比２％

削減 

エアコン設定温度の適切化、空き教

室の消灯、複写機の節電モード設定、

コンセントの管理 

１％弱増加し目標を達成で

きなかった 

45



豊浜小学校 

節電 昼休みなど無人時は消灯 

コンセントを抜けるものは抜く 

昼休みなど無人時は消灯で

きた、コピー用紙使用量は

昨年度より２，４７７枚削

減できた 

紙使用量の削減 両面印刷・集約印刷・裏紙印刷の実

施、印刷サイズの検討、ﾐﾗｲﾑ掲示板

の活用、コピーでなくﾌﾟﾘﾝﾀでの印刷

エコ活動 緑のカーテン・花・野菜など育てる 

竜洋東小学校 

紙使用量の削減 ミスプリント、余剰プリントの削減 

職員向け資料は、出来る限り裏紙を

利用 

裏紙用の紙が減ったことか

ら、ミスプリントは格段に

減ったと思われる 

節電 誰もいない職員室の電灯を消す 先生方の協力により徹底さ

れてきた 

竜洋西小学校 

紙使用量の削減 裏紙印刷 呼びかけをしながら取り組

み、個々の意識が高まった 封筒再利用 古封筒を優先して利用する 

竜洋北小学校 

廃棄物排出量の削減 両面印刷・縮小印刷の利用徹底、コ

ピー機のミスプリント防止（ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀ

ﾝの使用徹底）、新聞紙・古紙等のリ

サイクル化の徹底、文具等詰替え可

能品の購入 

廃棄物排出量が昨年度より

削減できた、文具等の詰替

えが職員に浸透していった 

豊田南小学校 

紙の再利用 裏面利用 繰り返しの啓蒙活動により

改善されてきた 

豊田北部小学校 

電気代の節約 使用していない部屋の電気を消す 

エアコンの使用を減らす 

各自意識して注意した 

極力使用は控え、設定温度

に気をつけた 

青城小学校 

紙使用量の削減 ミライムの掲示板を利用する等用紙

の削減に努める 

できるだけミライムの掲示

板を利用し用紙の削減に努

めた 

電気代の節約 使用していない教室・部屋の電気は

消す 

使用していない教室の電気

は意識してこまめに消した 
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豊田東小学校 

紙使用量の削減 学校内の文書は裏面紙の利用 

コピー用紙の使用を少なくする 

職員の意識が向上し、裏面

利用が浸透してきた 

電気使用量の削減 エアコンの使用時の適温と短時間使

用 

豊岡南小学校 

紙使用量の削減 学校内の文書は裏面紙の利用、印刷

ミスを防ぐ為印刷前の確認を徹底す

る、職員会議では資料を印刷せずパ

ソコンを見ながら行う 

校内文書はほとんど裏紙使

用が出来た、まだ確認ﾐｽに

よる無駄な印刷が見受けら

れた、職員会議でのﾊﾟｿｺﾝ利

用は概ね出来た 

豊岡北小学校 

紙使用量の削減 印刷ミスをしない、裏面の有効活用、

両面印刷を教師に依頼 

使う人の意識により少しで

はあるが使用枚数が減った 

【中学校】 

磐田第一中学校 

ゴミの分別 各教室に配置した４種類のゴミ箱よ

り週１回昼休みに環境委員会による

収集・分別の徹底 

今年度も生徒を中心に取組

ができた。環境委員・職員

立ち合いの中で分別するた

め、教室のゴミは職員によ

る持ち込み前の分別はなく

なってきた 

グリーンカーテンもゴーヤ

の育ちが昨年度より少し悪

かったが、生徒が良く管理

してくれた 

緑のカーテンの設置 環境委員会と特別支援生徒による緑

のカーテンの設置 

城山中学校 

節電 小まめにエアコンの設定温度に気を

配る 

夏場は２８°Ｃ、冬場は２０°Ｃに

保つよう心がける 

設定温度は守れていた。 

職員室の人数が少ないとき

は１台電源を切っていた。

廊下の電気も小まめに消し

た 
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向陽中学校 

節電 職員室のエアコンの使用を控える、

細めな消灯に努める、蛍光灯を遂次

LED 機器に切り替えていく 

職員室のエアコン使用を

控、各教室や廊下の細めな

消灯に努め、電気の使用量

を 1％程度削減できた。小さ

な廃紙を資源回収に出し、

焼却ゴミを前年度比２５kg

削減できた 

神明中学校 

ごみ（袋）の減量及

び紙使用量の削減 

ごみ分別の徹底によりごみの量及び

袋の削減 

両面印刷・裏面利用・電子データ活

用により、紙使用量を減らす 

各クラスから搬出されるゴ

ミをまとめる事で、ゴミ袋

の削減になった 

両面印刷・裏面印刷・電子

データの活用等を会議等の

折に先生方に依頼 

南部中学校 

節電 会議等で人がいなくなる時は必ず消

灯 

エアコン等の設定温度を守り、無駄

な使用をしないよう心掛ける 

節電については、さらに呼

び掛けが必要である 

紙使用量の削減 両面コピー・両面印刷の推進 

裏紙活用の徹底 

両面コピー・両面印刷はか

なり徹底してきた 

裏面活用も積極的に取り組

んでいる 

福田中学校 

紙使用量の削減 両面印刷の徹底、裏紙活用 

コピー機使用後はリセットし、ミス

コピーを防止し、積極的に電子デー

タ利用を薦める 

裏紙使用は昨年よりさらに

徹底され、ミスコピーも削

減、また、電子データ利用

も増えた 

竜洋中学校 

電気使用量の削減 無駄な電気は消す、エアコンの設定

温度を守る 

エアコンの設定温度が低く

なりすぎないよう注意した 

使用していない時は職員室

等の電気の消灯を徹底 
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豊田中学校 

節電 部屋や廊下等の電気、機器の電源を

こまめに消す、ポットの設定温度を

低くする、退庁時刻を早める 

未使用の廊下・教室はこま

めに消灯、コピー機は使用

後節電モードにし、消費電

力を削減した 

紙使用量の削減 両面コピー、両面印刷、縮小印刷を

徹底する、用紙の裏紙活用を図る、

ミスコピーを減らす、校内掲示板「ミ

ライム」の活用により紙の減量化 

事務連絡などは裏紙、その

他は両面コピー等を活用し

紙使用量を削減した 

豊田南中学校 

電気使用量の削減 無人の部屋は消灯する、エアコンを

使用しない時は電源 OFF、裏紙使用の

徹底、コピー機使用後のリセットの

徹底 

エアコンは長期使用しない

時電源を OFF にした 

無人の部屋の電気は消灯す

るよう心がけた 

豊岡中学校 

電気の節約 こまめにスイッチを切る 最後の人が退出するときに

確実に消すようになった 

用紙の節約 両面印刷、縮小印刷、裏面活用、確

認してから印刷しミス印刷をなくす 

ミスコピー、ミス印刷が減

った 

【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、退庁時に電化製品の

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 

両面印刷を心掛け、ミスプ

リントの機密以外は裏紙と

して再生利用 

グリーン購入を意識し８割

以上達成できた 

予防課・警防課 

電気使用量の削減 昼休みの消灯、席を離れるときには、

自席のパソコンを閉じ省電力化を図

る、時間外勤務時の部分消灯 

昼休み、離席時の PC 電源

OFF、時間外の部分消灯徹底

印刷用紙使用量の削

減 

個人情報以外の紙の裏紙利用を図る 裏紙利用に取組んだ 
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磐田消防署 

節電、節紙、グリー

ン購入 

昼休み、就寝時の電気消灯、外出時

に電化製品の電源 OFF、両面印刷、N

アップの積極的使用、商品購入時に

グリーン購入を意識して選択する 

昼休みや夜間就寝時にパソ

コンの電源や電気オフを呼

びかけ、全員が取組んだ 

印刷時は裏紙利用を呼びか

け節紙を行った 

東部分遣所 

紙使用量の削減 機密文書以外は再利用、不要な文書

ファイルを 20 以上削減する、電子デ

ータ化の推進 

昨年度は 12500 枚、今年度

は 10000 枚と昨年度比 2500

枚削減できた。不要ファイ

ルを 13 削減し、所内の整理

整頓も同時にできた 

福田分遣所 

節電、節紙 夜間、昼休みの電気消灯、所外活動

時に電化製品の電源 OFF、両面印刷、

裏紙利用の促進、回覧機能の活用 

夜間、昼休みの消灯を全職

員に周知し節電に努めた、

両面印刷を心掛け昨年度よ

り約 500 枚印刷用紙を削減

出来た 

竜洋分遣所 

節電・節紙を心掛け

る 

昼休みは事務所の電気を消す 

印刷時の裏紙利用 

昼休み等消灯を心掛けるこ

とで節電になった 

積極的に裏紙を使うことに

より節紙できた 

豊田分遣所 

節電、節紙、グリー

ン購入の推進 

昼休みの消灯、外出時の電化製品電

源 OFF、両面印刷、Nアップの推進、

商品購入時にグリーン購入を意識 

昼休み、夜間、災害出動時

に積極的に節電に努めた 

両面印刷を職員間で呼び掛

け合い紙の削減に努めた 

商品購入の際、グリーン購

入を意識出来た 

豊岡分遣所 

節電、節紙、グリー

ン購入の推進 

昼休みの消灯、外出時の電化製品電

源 OFF、両面印刷、Nアップの推進、

商品購入時にグリーン購入を意識 

昼休み、外出時等は消灯を

徹底できた 

不要な紙使用も節減できた 

・前年度に比べて、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

取組目標が増えており、エコオフィスの取組みだけがエコ活動ではないという意識

が浸透してきたことが分かります。
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＜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

組みを継続しながら、各部署が実施している事業に繋がる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。

(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

年度 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 
平成 27 年度 7,862 4,348 55.3 
平成 28 年度 8,155 4,774 58.5 

② 市役所全体

年度 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 
平成 27 年度 11,838 4,846 40.9 
平成 28 年度 11,907 5,144 43.2 
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〈結果と考察〉

・ノーカーデーについて、平成 27 年度は実施率が低下しましたが、パソコンの掲

示板や庁内放送、エコ通信、エコアクション 21 の説明会等での呼びかけを実施

し、平成 28 年度の実施率は少し回復しました。今後もノーカーデーの呼びかけ

を継続して行います。
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取り組み事例

【緑のカーテン】

市役所・本庁舎                磐田南幼稚園

竜洋西小学校                 竜洋図書館

【園庭の芝生化】

二之宮保育園                 豊岡南幼稚園
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【園庭の芝生化】

福田こども園                 【いきいき健康体操】

【地産地消こども講座】

じゃがいも掘り                    お弁当作り

【防潮堤植樹祭】

平成 29 年 2 月 18 日（土）
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【ジュビロード夏祭 打ち水大作戦】

平成 28 年 7 月 23 日（土）

【風車見学会】

平成 28 年 12 月 15 日（木）

【アースキッズ事業】

キックオフイベント              自転車で発電に挑戦！
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【アースキッズ事業】

エコ生活大作戦！               ごみの分別

エコリーダー認定証授与

【檜林の間伐作業】

平成 28 年 11 月 18 日（金）
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【杉の植樹作業】

平成 29 年 3 月 10 日（金）

【ひょうたん池自然を考えよう会活動】

県知事表彰を受け市長表敬           小学校での出前講座

【桶ケ谷沼ビジターセンター観察会等】

アカトンボ観察会 平成 28 年 10 月 16 日（日）
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【桶ケ谷沼ビジターセンター観察会等】

ベッコウトンボ個体数調査 平成 28 年 4 月 29 日（金）、平成 28 年 5 月 3 日（火）

魚類観察会 平成 28 年 7 月 10 日（日）    冬の昆虫観察会 平成 29 年 2 月 5 日（日）

鳴く虫観察会 平成 28 年 9 月 3 日（土）    野鳥観察会 平成 29 年 1 月 15 日（月）
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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 

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 
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環境目標１ 自然環境の保全  

本市は森林や海岸、河川、池沼、農地などの自然環境に恵ま

れています。これらの自然は私たちの暮らしに潤いや安らぎを

与え、経済活動や生活のための基盤としても重要です。そのた

め、恵まれた本市の自然環境を市民共通の財産として今後も守

り育てていく必要があります。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

森林づくりボランティア活動参加者数 682 人 1,500 人 1,386 人 B 

海岸清掃ボランティア活動参加者数 1,206 人 1,600 人 2,360 人 A 

海岸林の再生活動参加者数 35 人 100 人 80 人 B 

河川愛護活動実施回数 353 回 500 回 524 回 A 

河川愛護活動実施団体数 194 団体 
230 団体 

(H28) 
221 団体 B 

市内に生息する希少動植物の種数 304 種 基準値維持 調査なし ― 

ベッコウトンボ定量調査発生数 65 頭 
200 頭以上

(H28) 
253 頭 A 

桶ケ谷沼ビジターセンター来館者数 13,101 人 15,000 人 18,275 人 A 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇企業の社会貢献活動として森林整備活動が行われています。また地域住民による森 

 林の保全活動も行われています。森林所有者だけでは限界があるため、引き続き、 

 行政による基盤整備、補助事業、企業やボランティア、地域住民による森林整備活 

 動が必要です。 

◇河川愛護活動は定着化しています。今後は河川愛護活動に対する意識や理解を深め 

ていただくために、その重要性を広めていく必要があります。 

◇市内に生息する希少動植物の種数調査は実施していません。 

◇桶ケ谷沼自然環境保全地域内の水辺・木道沿いの不用木の伐採や除草を実施し、 

トンボ等の動植物の生息に適した自然環境の保全を進めました。ベッコウトンボ保 

護のため沼北部に保護生簀を築造し維持管理を的確に行いました。その結果、平成 

27 年度以降目標値である 200 頭以上を達成しています。 

◇桶ケ谷沼ビジターセンターは、市内外の方に利用されており、教育研修活動及び情 

報発信の拠点として、動植物の展示やビジターセンター展を行い自然環境学習の普 

及に努めています。 
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環境目標２ 快適な環境の創造  

潤いと安らぎを与えてくれる自然とのふれあいや美しい景

観、歴史文化資源などの環境は、私たちが快適な暮らしを営ん

でいくために重要です。そのため、快適な環境を保全・創造し

ていくことにより、私たちの心を豊かにし、地域を魅力的なも

のにしていきます。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

都市公園等供用面積（累計） 246.9ha 279.4ha(H28) 268.2ha B 

都市公園等数（累計） 345 箇所 361 箇所(H28) 389 箇所 A 

１人当たりの都市公園等面積 14.35 ㎡ 15.82 ㎡(H28) 15.73 ㎡ B 

公園緑地の満足度 52％ (H17) 60％ (H28) 調査なし ― 

まち美化ﾊﾟｰﾄﾅｰ制度（公園） 

合意件数 
0 件 

57 件 

(H28) 
54 件 B 

小中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの芝生化実施校数 8 校 全 32 校 20 校 C 

市民農園利用区画数 ― 371 区画 544 区画 A 

景観計画の策定件数 ― 2 件 (H28) 0 件 D 

磐田の文化が豊かと考える人の割合 39% 50% (H28) 調査なし ― 

史跡整備完了箇所数 6 箇所 11 箇 (H28) 6 箇所 C 

文化財指定件数 147 件 160 件 155 件 B 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇都市公園等の数は目標値を達成しています。しかし、都市公園等供用面積と 1人当

たりの都市公園等面積は目標値の達成ができませんでした。 

◇公園緑地の満足度調査は実施していません。 

◇小中学校のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは平成 28 年度現在、全小中学校の約 63%が芝生化されています。

豊岡東小学校の閉校により目標値（33 校→32 校）と達成状況（21 校→20 校）が平

成 27 年度より変更となっています。 

◇地域の特性を活かした景観計画を策定するためには、市民の景観に対する理解を深

めていく必要があります。 

◇磐田の文化が豊かと考える人の割合の調査は実施していません。 

◇史跡整備については、遠江国分寺跡整備基本計画の策定が完了しました。平成 29

年度から設計業務を行い、本格的に開始します。 

61



環境目標３ 健康の保護及び生活環境の保全 

私たちが健康で文化的な生活を送るためには、空気や水、

土壌などがきれいで、不快な臭いや音がない環境づくりが必

要です。そのため、大気汚染や水質汚濁、悪臭、騒音・振動

などの環境への負荷を限りなくゼロに近づけ、健全な環境づ

くりを進めていく必要があります。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

公害苦情件数 120 件 60 件以下(H28) 116 件 D 

大気汚染の公害苦情件数 64 件 30 件以下 62 件 D 

ダイオキシン類の環境基準達成率 86.0% 100% 100% A 

二酸化窒素濃度（年平均値） 0.023ppm 0.04ppm 以下 ― A 

二酸化硫黄濃度（年平均値） 0.006ppm 0.04ppm 以下 ― A 

浮遊粒子状物質（年平均値） 0.024mg/ 0.10mg/ 以下 ― A 

悪臭の公害苦情件数 17 件 10 件以下 18 件 D 

騒音・振動の公害苦情件数 23 件 5 件以下 25 件 D 

水質汚濁の公害苦情件数 13 件 5 件以下 11 件 D 

河川・海洋の BOD または COD 

・環境基準達成率
100% 100% ― A 

汚水処理人口普及率 72.8% 89.1%(H28) 88.7％ B 

汚水処理整備率 66.9% 83.0% 84.2% A 

地下水中の有機塩素系化合物 

環境基準達成率
98.2% 100% 97.1% B 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

・飲料水基準達成率
55.1% 60.0% 26.7% D 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇公害苦情については、焼却行為による苦情が多い傾向にあります。また、環境に関

する意識の高まりや生活様式の変化により苦情内容の多様化が見られています。市

への苦情申出については、匿名が多く、詳細な調査がしにくくなっています。 

◇二酸化窒素や二酸化硫黄、浮遊粒子状物質の平成 28 年度年平均値及び河川・海洋

のBODまたはCOD・環境基準達成率については、平成29年度に県から示されますが、

平成 27 年度まで目標基準である環境基準を達成しています。 

◇汚水処理人口普及率については、人口減少等の影響により予定より下回っています。 
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環境目標４ 循環型社会の実現 

資源を大量に消費し、大量に廃棄し続けることは、現在だ

けではなく将来の世代にまで負の遺産を残すことになってし

まいます。そのため、今までの社会のあり方やライフスタイ

ルを見直し、廃棄物の減量・資源化や省資源に取り組んでい

きます。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

１人１日当たりごみ排出量 
791 

g/人・日 

679 

 g/人・日 

709 

 g/人・日 
B 

廃食用油回収自治回数 163 自治会 全自治会 全自治会 A 

リサイクルステーションの利用者数 ― 25,000 人 45,000 人 A 

まち美化ﾊﾟｰﾄﾅｰ制度（道路）合意件数 21 件 
180 件 

(H28) 
130 件 C 

雑草草刈指導後処理率 ― 90% 84.5% B 

全市一斉環境美化統一行動への 

参加者数 
23,464 人 25,000 人 11,961 人 B 

雨水貯水調整池の整備容量 
27 万 t 

(H17) 

52 万 t 

(H28) 
40.0 万 t C 

水源かん養林の間伐・植樹活動への 

参加人数 
― 100 人 95 人 B 

市役所内でのグリーン調達率 

（特定１３品目） 
85.3% 100.0% 95.8% B 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇1 人 1 日当たりごみ排出量については、平成 25 年度以降増加傾向にあります。平成

25 年度排出量を静岡県平均と比較すると 917g/人・日に対し、磐田市は 666g/人・

日で少ないですが、ごみ排出量の 9割を占める可燃ごみは増加傾向にあります。 

◇雑草草刈指導後処理率については、平成 27 年 4 月施行の磐田市迷惑防止条例にお

いて「周辺の生活環境を損なうことのないよう管理しなければならない」と規定し

指導を実施しています。 

◇全市一斉環境美化事業については、自治会連合会と共催し、レジ袋ゴミや空き缶な

どの散乱ごみの回収を実施し、毎年約 23,000 人の参加を得ています。（平成 28 年

度は雨天により一部中止） 
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環境目標５ 地球環境の保全 

深刻化する地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地

球環境問題の主原因は、先進国の一員である私たち一人ひと

りの環境負荷が積み重なって生じたものです。そのため、地

球環境への影響を市民一人ひとりが自覚し、地球環境保全に

向けた取り組みを実践します。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

磐田市役所全施設からの 

温室効果ガス排出量 

23,888 

t-CO2 

31,570 

t-CO2(H30) 

31,951.6 

t-CO2(H27) 
A 

売電契約世帯数 
560 世帯 

(H17) 

4,800 世帯 

(H28) 

5,477 世帯 

（H29.2 月末） 
A 

グリーン電力発電量 33.3 万 kWh 45 万 kWh ― ― 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 認証・登録事業所数 ― 60 事業所 39 事業所 Ｃ 

ｱｰｽｷｯｽﾞ事業参加校数・参加者数 ― 400 人(H28) 
787 人 

12 校 
A 

自主運行バスの平均乗車人員 4.46 人 2.89 人(H26) ― ― 

市役所ノーカーデーの実施率 33.7% 40.0%以上 43.7% A 

オゾン層の破壊に関する関心度 46.2%(H17) 50.0%以上 ― ― 

降水中平均 pH 値 4.96 5.00 以上 5.60 A 

降雨日水中 pH4.0 未満の日数 2 日 0 日 0 日 A 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇平成 26 年 3 月に策定した磐田市地球温暖化実行計画（事務事業編）に基づき、本

市が実施する事務・事業に伴い排出される温室効果ガス排出量の削減に取り組んで

います。今後も引き続き市役所において率先して温室効果ガス排出削減に取り組む

ことで、市民・事業者の自主的かつ積極的な削減のための行動を促していきます。 

◇グリーン電力発電量については、東日本大震災の影響等により、グリーン電力証書

市場が減少したことにより、平成 26 年以降実施していません。 

◇アースキッズ事業（子どもたちがエコリーダーとなって、家庭での二酸化炭素排出

量削減に取り組む実践型教育プログラム）では、多くの子供達が各家庭で地球温暖

化防止に取り組んでいます。 

◇市は平成 27 年 3 月 31 日にて自主運行バスを廃止し、デマンド型乗合タクシーを運

行しています。 

◇オゾン層の破壊に関する関心度の調査は実施していません。 
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環境目標６ 環境教育・環境保全活動の推進  

環境問題の解決には、市・市民・事業者が人と環境との関わ

りなどについての基本的な知識を修得し、その理解を深め、環

境の保全及び創造のために活動することが必要です。そのため、

あらゆる年代層を対象として、環境教育や環境保全活動などの

推進を図ります。 

後期基本計画の数値目標の達成状況 

環境指標 
基準値 

（H18） 

目標 

（H29） 

達成状況 

（H28） 
評価 

講演会・観察教室等への参加人数 146 人 
400 人 

(H28) 
516 人 A 

風力発電見学会への参加人数 ― 150 人 70 人 D 

出前講座（環境学習）実施件数 7 件 20 件 
13 件 

463 人 
C 

環境保全団体・環境指導員の登録件数 0 件 
20 団体 

(H28) 
25 団体 A 

「評価」欄は、A：100%以上の達成、B：80～100%未満の達成、C：50～80％未満の達成、D：50％

未満の達成、－：評価困難 

◇桶ケ谷沼ビジターセンターにおいて、動植物に関する専門家を講師として招き、平

成 28 年度は年間 14 回の観察会や体験教室を開催しました。また、太田川右岸河口

の｢はまぼう公園野鳥観察舎｣では、静岡県環境学習指導員の協力を得て野鳥観察会

を開催しました。 

◇駒場地内風力発電施設（磐田ウインドファーム）において、風力発電見学会を開催

しました。平成 27 年度までは主に小学校 5年生を対象に行っておりましたが、平

成 28 年度は幼稚園年長児を対象に「いわたエコパーク」で実施しました。子ども

たちは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を深めました。 

◇生涯学習の一環として実施している出前講座へ講師として職員を派遣しています。

小学校や中学校、大学において子どもたちや学生、職員に対してトンボのことや地

球温暖化、また磐田市の環境などを題材に出前講座を行いました。 

◇磐田市内で活動している市民活動団体（NPO、ボランティア団体）のうち、環境保

全団体の登録件数は、平成 29 年 3 月末現在、25 団体となっています。 
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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 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 
全職員 

毎月第 3

金曜日 

庁内放送の実施 

庁内掲示板掲載 

毎月第 3金曜日を「ノーカーデー」とし、前

日に庁内放送及び掲示板掲載により啓発を

実施 

全職員 

H28.5.10 
環境管理推進員 

説明会 

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 
112 人 

H28.5.10 
基本方針・環境目

標周知 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 基本方針・環境目標についてパソ

コン用壁紙を作成・周知の実施 
全職員 

H28.6.21 

H28.7.7 

庁内放送の実施 

庁内掲示板掲載 

6 月 21 日（夏至の日）と 7 月 7 日（七夕の

日）の午後 8 時～10 時の 2 時間、一斉消灯

（ライトダウン）の呼び掛けの実施 

全施設 

全職員 

H28.7.4 

第 1 回環境管理委

員会 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 平成 27 年度取組状況について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 平成 28 年度中間審査について 

15 人 

H28.7.21 部課長会 中間審査について 部課長 

H28.8.9 
いわたエコ通信第

12 号発行 

・省ｴﾈ法について 

・LED 電球の特徴について 
全職員 

H28.10.21 
地球温暖化・太陽

光発電説明会 

地球温暖化及び太陽光発電設備について 

職員向けの説明会を実施 

福田こども

園職員 20人 

H28.11.25 
いわたエコ通信第

13 号発行 

・エコドライブについて 

・ノーカーデーについて 
全職員 

H29.1.6 

庁内メール フロン排出抑制法に基づく機器の点検の実

施について庁内メールにて周知の実施

業務用ｴｱｺ

ﾝ・空調機器

管理者 

H29.1.25 

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 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 の取組状況等について 

・認証登録範囲の拡大及び地域事務局の変更

について 

14 人

H29.2.2 
いわたエコ通信第

14 号発行 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 の成果と課題 

・紙の削減について 
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 28 年 4 月～平成 29 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。

環境関連法規等一覧

種別 法令等名称 規制又は取組内容
特に関係

する課

環
境
保
全
・
創
造
基
本
法
令

環境基本法

環境施策全般の実施 環境課静岡県環境基本条例

磐田市環境基本条例

地球温暖化対策の推進に関する法

律(地球温暖化対策法) 
市役所における地球温暖化対策の策

定・実施及び市民、事業者への働きか

け

環境課

静岡県地球温暖化防止条例

循環型社会形成推進基本法(循環型

社会基本法) 
循環資源の適正な措置、循環資源に関

わる施策の策定及び実施
環境課

環境情報の提供等の促進等による

特定事業者等の環境に配慮した事

業活動の促進に関する法律(環境配

慮促進法) 

環境配慮の情況の公表、環境に配慮し

た事業活動の促進のための施策の推進
環境課

国等における温室効果ガス等の排

出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) 

電力、自動車等の購入契約における温

室効果ガス排出削減に配慮した契約の

推進

契約検査課

環境の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
境教育法) 

環境保全の意欲推進と環境教育の推進

に関する施策の策定及び実施

環境課

学校教育課

幼稚園保育園課

資
源
循
環
関
係

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

・市の事業から排出される一般廃棄物

の適正処理

・市の事業から排出される産業廃棄物

の適正処理

環境課

財政課

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

・産業廃棄物の適正な処理

・産業廃棄物管理責任者の配置

・産業廃棄物の実地確認

廃棄物排出所管

課

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利用 ごみ対策課

67



種別 法令等名称 規制又は取組内容
特に関係

する課

資
源
循
環
関
係

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) 
分別解体等により現場で分別する義務

及び建設資材等の再資源化の促進

建築住宅課

工事担当課

特定家庭用機器再商品化法(家電リ

サイクル法) 
庁舎等から廃棄される特定家電の適正

処分

廃棄物排出所管

課

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) 
・公用車のリサイクル・適正処理

・購入・車検時のリサイクル料支払い

財政課

公用車所管課

容器包装に係る分別収集及び再商

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

・容器包装廃棄物の分別収集

・容器包装廃棄物の適正処理

ごみ対策課

廃棄物排出所管

課

フロン類の使用の合理化及び管理

の適正化に関する法律(フロン排出

抑制法) 

・機器の設置に関する義務

・機器の使用に関する義務

・機器の廃棄等に関する義務

業務用冷凍空調

機器管理所管課

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) 

・廃棄物の発生抑制、資源の有効な利

用の促進

・パソコン類の適正処理

廃棄物排出所管

課

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) 
環境の負荷の低減に資する物品、役務

の調達推進及び情報提供 環境課

公
害
対
策
関
係

大気汚染防止法(大防法) 
ボイラー等ばい煙等発生施設等及び冷

温水発生設備の使用・適正管理

特定施設所管課

環境課

騒音規正法 ・騒音、振動を発生する特定施設及び

特定作業の届出

・規制基準の遵守義務

建設工事担当課

特定施設所管課

環境課振動規正法

水質汚濁防止法(水濁法) 
・特定施設からの排水の適正管理

・届出義務、排出基準の遵守

特定施設所管課

環境課

悪臭防止法
・悪臭を発生する特定施設の規制

・地域における悪臭の防止

特定施設所管課

環境課

静岡県生活環境の保全等に関する

条例

大気、水質、騒音、振動、悪臭等に関

する公害防止のための規制

特定施設所管課

環境課

化
学
物
質
・
危
険
物
関
係

特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関

する法律(PRTR 法) 
特定化学物質の排出管理

特定施設所管課

環境課

ダイオキシン類対策特別措置法

(ダイオキシン特措法) 

・ダイオキシン類の排出抑制・管理、

届出

・規制基準の遵守

特定施設所管課

環境課

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
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種別 法令等名称 規制又は取組内容
特に関係

する課

化
学
物
質
・
危
険
物
関
係

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 の適切な管理及び処理

PCB 使用、保管

管理課

ごみ対策課

消防法 ・危険物の貯蔵

・取扱制限、貯蔵所の設置等の許可、

設備等の基準維持

・危険物取扱者、防火管理者の選任

該当施設所管課

危険物使用、管

理課・各施設
危険物の規制に関する政令

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(第一種、第二種高圧ガス製

造施設)の管理
総合病院

フロン類の使用の合理化及び管理

の適正化に関する法律(フロン排出

抑制法) 

・機器の設置に関する義務

・機器の使用に関する義務

・機器の廃棄等に関する義務

業務用冷凍空調

機器管理所管課

そ
の
他

エネルギーの使用の合理化に関す

る法律(省エネ法) 

エネルギー使用量を中長期的に見て、

年平均 1％以上の削減、エネルギー使

用状況の届出、管理員の選任

（特定事業者：年間エネルギー使用量

が原油換算値で 1,500kl 以上) 

財政課

教育委員会

下水道法
・公共下水道事業の運営

・下水道への排水基準の遵守
下水道課

浄化槽法

・設置等の届出

・浄化槽の適正管理

・法定検査の実施

浄化槽施設所管

課

下水道課

水道法 上水道事業の運営 水道課

磐田市環境美化条例 環境美化施策の推進 環境課

磐田市迷惑防止条例
快適で良好な生活環境の実現を図るた

め迷惑行為の防止
環境課

９．環境に関する苦情等の受付状況

平成 28 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 

 磐田市役所では、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指すため、平成 22

年からエコアクション 21 の取り組みを継続しています。 

平成 28 年度も全ての施設で省エネルギー・省資源を推進するとともに環境施策に

取り組みました。 

省エネ・省資源に係る取り組み結果としては、二酸化炭素排出量について対平成 24

年度比 4.5％の削減となり４％削減の目標を達成しています。廃棄物排出量について

は、対平成 24 年度比約 10％の削減となり２％削減の目標を達成しています。 

一方、コピー用紙購入量は、対平成 24 年度比約 14％の増加となったことから職員

は更に徹底して紙使用量の削減に取り組んでまいります。 

また、環境施策としては、市内小学生約 780 人が「アース・キッズ事業」を通して

地球温暖化対策と環境に配慮した生活の大切さを学んだほか、「いわたエコパーク」

では、自然エネルギーの活用を推進するため、民間による「小形風車」の実証試験が

スタートしました。 

引き続き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とともに、

磐田市が市民の皆様にとってより一層「暮らしやすいまち」として発展していくため

に、環境と産業のバランスを考慮しながら一つひとつの取り組みを着実に進めてまい

ります。 

     平成２９年８月１日 

                      磐田市長  渡 部  修 


