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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、地球温暖化防止対策を推進します。 

 
２ 環境目標、環境活動計画と達成期間を定め、その達成に向けた取組みを実践しま
す。また、目標と計画を定期的に見直すとともに、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２２年８月３１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 25 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  ３，１９５人 
    延べ床面積（平成 24 年度末）         ５１５，７１４．８５㎡ 
 
   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 25 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  １，１８６人 
    延べ床面積（平成 24 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拡大は、当初の市役所本庁舎、西庁舎、
ｉプラザの３施設から、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）に拡大し、次期更新時には、
保育園・幼稚園及び小中学校並びに指定管理施設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】                                                             H26.4.1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 



  　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25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
自治防災課 自治防災課 防災ｾﾝﾀｰ

危機管理室 【栄町自転車等駐車場】 交通安全教育ｾﾝﾀｰ
契約管財課 契約管財課 【ﾘﾍﾞｰﾗ磐田市営駐車場】 福田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

検査室 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

企画部 秘書政策課 秘書政策課
市長公室
広報広聴室
資産経営室
交通政策室 【豊田循環バス】

財政課 財政課
市税課 市税課

 納税課 納税課
債権回収対策室

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
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】
【アミューズ豊田外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

市民課 市民課 聖苑
市民相談センター

環境課 環境課 桶ケ谷沼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ

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
場

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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健康福祉部 国保年金課 国保年金課
社会福祉課 社会福祉課 ふれあい会館

【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

障害福祉課 障害福祉課
こども課 こども課 子育て支援総合ｾﾝﾀｰ 各子育て支援ｾﾝﾀｰ

福田児童館
磐田北保育園 豊岡児童館
二之宮保育園 こどもの森のひろば
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
豊岡東幼稚園

高齢者福祉課 高齢者福祉課 【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

発達支援センター

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

農水政策室
【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
水道課 水道課 水源管理ｾﾝﾀｰ
下水道課 下水道課 上下水道料金ｾﾝﾀｰ

豊岡クリーンセンター
農業集落排水処理施設
（３ヶ所）
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会計管理者 出納室 出納室

議会 議会事務局 議会事務局

監査委員 監査事務局 監査事務局

[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》 教委事務局 教育総務課 教育総務課
学校給食管理室

大原学校給食ｾﾝﾝﾀｰ

豊田学校給食ｾﾝﾀｰ

豊岡学校給食ｾﾝﾀｰ

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
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
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[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

《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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３－①環境目標と環境への負荷の状況（平成 22 年度～平成 25 年度） 
 
 排出量等の削減目標については、エコアクション２１認定・取得の範囲に限定せず、市
役所の全部署を対象とします。 
 
 
(1)二酸化炭素排出量 
 平成 21 年度を基準(23,888t-CO2)として、平成 23 年度は４％に相当する 956t-CO2 を削
減し、平成 25 年度までに６％に相当する 1,433t-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 22 年度の排出量（322,268t）を基準として、平成 23
年度は３％削減を、平成 25 年度までに５％に相当する 16,113t 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 21 年度を基準(1,341,218  )として、平成 23 年度は３％削減し、平成 25 年度まで
に５％に相当する 67,061  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 22 年度の排出量（26,861,700 枚/A4 換算）を基準
として、平成 23 年度は６％削減を、平成 25 年度までに８％削減することを目標とします。 
 
(5)グリーン購入率 
 平成 21 年度を基準(73.2％)として、平成 23 年度はグリーン購入率を 12％改善し、平成
25 年度までに 16％改善することを目標とします。 
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○環境目標の内訳 
 
       年度   
取組項目 

平成 21年度 

(基準年度) 

平成 22 年 

目 標 

平成 23 年度

目 標 

平成24年度

目 標 

平成 25 年度

目標 

 二酸化 

炭素

（t-CO ） 

 

 

 

①電気使用量 16,930 

対 21年同期

比３％削減 
対 21 年度比

４％削減 
対21年度比

５％削減 

対 21 年度比

６％削減 

②冷暖房等 

燃料使用量 
6,295 

③その他 79 

④公用車燃料 

 使用量 
584 

小計 23,888 23,171 22,932     22,694 22,455 
 廃 棄 物

（kg） 

 
― ※1 

4月～6月比

２％削減 

対 22 年度比 

３％削減

対22年度比 

４％削減 

対 22 年度比 

５％削減 
 水使用量 

 （ ） 

 
1,341,218 

対 21年同期

比２％削減 

対 21 年度比 

３％削減

対21年度比

４％削減 

対 21 年度

比５％削減 

 コピー 

用紙 

（枚/A4） 

 
― ※1 

4月～6月比

５％削減 

対 22 年度比 

６％削減

対22年度比 

７％削減 

対 22 年度比 

８％削減 

 グリーン

購入率 

（％） 

①用紙類 94.9 

21 年度実績

を 10％改善 
対 21 年度比 

12％改善 
対21年度比 

14％改善 
対 21 年度比 

16％改善 

②納入印刷物 42.1 
③文具類 89.6 
④雑貨類 ― ※1 
⑤ｵﾌｨｽ家具等 91.2 
⑥木製受注家

具 
  100.0 

⑦OA 機器 96.9 
⑧家電製品等 49.1 
⑨照明 73.9 
⑩公用車 ― ※1 
⑪制服・作業服 28.2 
⑫ｲﾝﾃﾘｱ･寝装 94.5 
⑬作業用手袋 83.3 
加重平均 73.2 83.2 85.2 87.2 89.2 

※目標年度は基準年度（平成２１年度）比の数字です。ただし、廃棄物及びコピー用紙を除く。 

※1 ハイフンはデータなし 

※電気の二酸化炭素排出係数は、0.424kg-CO /kWh とした。 
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３－②環境目標と環境への負荷の状況（平成 26 年度～平成 30 年度） 
 
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 年度の排出量（29,375,912 枚/A4 換算）を基準
として、平成 27 年度は平成 24 年度と同程度、平成 30 年度までに３％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。 
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○エコアクションに係る環境目標の年度別内訳 
 
       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 

 （ ） 

 
1,206,968 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 増減なし １％削減 ２%削減 ３％削減 

 グリー

ン購入

率 

（％） 

①用紙類 96.3 

H29 年度までに 100.0％を目標とする。 

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。 

※電気の二酸化炭素排出係数は、0.518kg-CO /kWh とした。 
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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 H21 年度比６％削減    単位：t-CO  
項目 H21 年度 H22年度 H23年度 H24 年度 H25 年度 対 H21 増減 H21 年度比 達成 

電気   16,930  17,043 15,245 14,904  15,390 △1,540  △  9.1% ○ 
冷暖房等燃料    6,295   6,601 5,670 6,332   5,853 △  442  △  7.0% ○ 
その他(混合油等)       78      61   65     78      91      13     16.7% × 
公用車燃料      585     550 546 555     538 △   47  △  8.0% ○ 

全体排出量   23,888  24,255 21,526 21,869  21,872 △2,016 △  8.4% ○ 
市立病院を除いた場合                       
項目 H21 年度 H22年度 H23年度 H24 年度 H25 年度 対 H21 増減 H21 年度比 達成 

電気   13,422  13,193 11,312  10,860  11,211 △2,211 △ 16.5% ○ 
冷暖房等燃料    3,822   3,664 3,154 3,691   3,790 △   32 △  0.8% × 
その他(混合油等)       78      61    65      78      91      13 16.7% × 
公用車燃料      578     543 539 549 531 △   47 △  8.1% ○ 

全体排出量   17,900  17,461 15,070  15,178  15,623 △2,277 △ 12.7% ○ 
※冷暖房等燃料とは、都市ガス、LP ガス、灯油、Ａ重油をいう。その他（混合油等）とは、
草刈り機に使用する混合油・ガソリンや場内重機等に使用する軽油をいう。 
※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、0.000424t-CO /kWh とした。） 
〈結果と考察〉 
  市役所全体の CO 排出量は対 21 年度比 8.4％（2,016t）減少し、削減目標 6％を達成す
ることができました。この主な理由は、全二酸化炭素排出量の約７割を占めている電気使
用（購入）量の減少が主なもので、これは、全施設で展開された節電効果と新クリーンセ
ンターに導入されたごみ発電施設が稼働し、平成 23 年度から発電を開始したことが大き
な要因となりました。 
一方、市立総合病院においては、CO 排出量は対 21 年度比 4.4％（261t）増加していま

すが、対 24 年度比では 6.6％（442t）減少しました。これは、平成 24 年度に実施した ESCO
事業によりボイラーや冷温水発生機などを省エネ型へ更新したことや H25 年度に医局、図
書室、中央監視室などの照明を蛍光管から LED へ交換したことによるものです。 
 
〈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 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 対 H21増減 H21 年度比 

電気使用量(kWh) 39,929,195 40,196,630 35,954,212 35,149,304 36,296,877 △3,632,318 △ 9.1% 

都市ガス使用量( )    369,476    390,392    317,466    375,468 390,420    20,944     5.7% 

LP ガス使用量( )   127,664    113,087    102,417    131,690 110,538 △  17,126 △ 13.4% 

灯油使用量( )   542,776    530,819    482,654    564,804    628,856      86,080     15.9% 

Ａ重油使用量( ) 1,238,525  1,377,395  1,161,809  1,218,172 1,016,955 △ 221,570 △ 17.9% 

混合油等使用量( )    30,722    23,907     25,386     30,924     35,951       5,229     17.0% 

ガソリン使用量(     165,703    155,293    160,630 162,361    157,458 △    8,245 △   5.0% 

軽油使用量( )     69,393     67,107     66,519    69,027 66,706 △    2,687 △   3.9% 

  市立病院を除いた場合 
項目 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 対 H21 増減 H21 年度比 

電気使用量(kWh) 31,655,475 31,115,716 26,679,554 25,613,453 26,441,219 △5,214,256 △  16.5% 

都市ガス使用量( )    369,476    390,392    317,466    375,468    390,420      20,944  5.7% 

LP ガス使用量( )    121,900    108,271     95,122    123,684    102,240 △  19,660 △  16.1% 

灯油使用量( )    542,776    530,801    482,654    564,804    628,856      86,080  15.9% 

Ａ重油使用量( )    338,840    304,318    249,526    261,281    274,121 △   64,719 △  19.1% 

混合油等使用量( )     30,722     23,907     25,386     30,836     35,839       5,117  16.7% 

ガソリン使用量(     162,489    152,229    157,792    159,731    154,379 △   8,110 △   5.0% 

軽油使用量( )     69,393     67,107     66,519     69,027     66,706 △    2,687 △   3.9% 

  
(2) 廃棄物排出量          対 22 年度比５％削減      単位：kg 

廃棄物 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 対 H22 増減 H22 年度比 達成 

可燃ごみ 113,819.7  105,837.1 124,903.2 129,432.0 15,612.3 13.7% × 

給食残飯  80,838.9   72,222.4  77,334.4  68,383.3 -12,455.6 △ 15.4% ○ 
古紙  56,475.8   47,513.2  41,110.2  40,560.9 -15,914.9 △ 28.2% ○ 
シュレッダー屑   5,024.3    4,877.1   5,994.7   5,451.5     427.2     8.5% × 
機密文書  24,664.6   22,763.3  24,516.4  22,862.6  -1,802.0 △  7.3% ○ 

容器包装プラ  13,121.7   12,484.9  12,837.5  12,424.6   - 697.1 △  5.3% ○ 
空き缶   3,144.2    2,253.4   1,461.4   2,041.8  -1,102.4 △ 35.1% ○ 
空きびん     833.0      604.4     519.7     743.5     -89.5 △ 10.7% ○ 
ペットボトル   1,374.0 1,039.7   1,071.2 1,140.3    -233.7 △ 17.0% ○ 

金物・小型電化製品   5,449.7    3,469.5   6,951.0   5,987.4     537.7     9.9% × 
有害ごみ     722.6      628.5     581.4     744.0      21.4   3.0% × 
破砕ごみ  11,502.9 11,559.0  14,635.8  13,824.1   2,321.2    20.2% × 
埋立ごみ   5,297.0    3,077.5   2,638.1   4,048.7  -1,248.3 △ 23.6% ○ 
合計  322,268.4  288,330.0  314,554.8 307,628.6 -14,639.8 △  4.5 % × 
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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 22 年度比で 4.5％（14,639.8kg）の減少 
となりましたが、排出割合の高い可燃ごみの増加により削減目標（△５％）を達成する
ことができませんでした。 
〈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せんでしたので、今後は、各年次 
の削減目標が達成できるよう、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 21 年度比５％削減     単位：  
 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 対 H21 増減 対 H21 比 達成 

水道 738,539  643,104 621,801 704,156 611,642 △126,897 △17.2 % ○ 

地下水  602,679  627,863 523,146  502,812 506,982 △ 95,697 △15.9% ○ 

合計 1,341,218 1,270,967 1,144,947 1,206,968 1,118,624 △222,594 △16.6% ○ 

〈結果と考察〉 
   上水道の使用量については、21 年度比 126,897  、17.2 ％の減となり、地下水の使
用量は、95,697  、15.9 ％の減となりました。全体では 222,594  、16.6 ％の減と
なり、削減目標値（５％）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継続するとともに、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 22 年度比８％削減   単位：枚 
 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 対H22増減量 H22 年度比 達成 

Ａ４ 21,043,160 22,888,366 23,052,000 22,527,038   1,483,878    7.1% × 

Ａ３   1,033,520   1,211,000   1,220,300  1,473,500     439,980   42.6%  × 
Ｂ５  1,114,000   1,181,500   1,197,750  1,412,000     298,000    26.8% × 
Ｂ４  1,944,000   1,721,100   1,990,000  1,846,000 △  98,000 △ 5.0 % × 
合計(Ａ４換算) 26,861,700  28,778,141  29,375,912 29,302,038   2,440,338     9.1% × 
〈結果と考察〉 
コピー用紙の使用量については、H22 年度比較で 9.1％増加し、目標を達成できませで 
した。しかし、“エコ通信”でも取り上げて啓発を推進した結果、右肩上がりの増加傾向
に歯止めがかかり、H24 年度と比較し僅かながら減少に転ずることができました。 
〈今後の対応〉 
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今後は、総合内部事務システムが職員に浸透するとともに、さらなる啓発の推進や各部 
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を図り、削減目標の 
達成に努めていきたい。 

 
 
(5) グリーン購入率（％）       対平成 21 年度比 16％改善     
(6)  H21年度 H22 年度 H23年度 H24年度 H25 年度 H21 年度比 達成 

グリーン購入率％ 73.2％ 83.8％ 88.7％  91.3%   92.9%  +19.7％ ○ 

〈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 1.6％改善しました。対 H21 年度比では、19.7％の改
善が図られ、目標値（16％改善）を達成することができました。 
〈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。 
 
 
(7) 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 

対 H21 年度 -1.4 -1.0 +0.7 +1.1 +1.6 +2.0 +1.4 -0.9 +0.2 -2.0 +0.2 -2.3 

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 

対 H21 年度 -0.3 -0.4 +0.1 +0.9 +1.5 +1.5 +2.3 -1.6 -1.5    0 -0.8 -0.3 

〈考察〉 
平成 21 年度と比較すると４月、５月の春期や初秋の 11 月から暖房が必要な 12 月と２
月が寒く、７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高かった。    
しかし、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のよる電力需給が厳
しい状況に対応するため、昨年に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 25年 4月～平成 26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する。

～8:30、12:20～13:00 
朝の部分消灯、昼の完全消灯に

努めた 
燃料使用量の削減 ノーカーデー 80％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 

ドミノ課代表回覧文書等の活用 
タブレットや例規システムを活

用し紙使用量を削減した 
職員課 
電気使用量の削減 ノー残業デーの設定による時間外

勤務の削減を図る 
ノー残業デーの実施結果 
85日 

印刷用紙使用量の削減 両面印刷、裏面再利用の徹底や簡

潔明瞭な資料の作成を心掛ける 
紙の使用量が減った 

情報システム課 
電気使用量の削減 朝夕、昼休みの消灯を徹底する 

昼休み等パソコン電源 OFFを徹底 
朝、昼休みには消灯を徹底

した 
紙使用量の徹底 両面印刷、裏面再利用の徹底 紙使用量の削減を図った 
自治防災課 
電気使用量の削減    自治会へ LED 電灯（防犯灯）

の推奨 
補助金交付対象のうち、88/186
本を LED化した 

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 
コピー機の節電モード、帰宅時

の電源 OFF、両面コピー、裏
面利用の実施 

自動車燃料の削減 ノーカーデーの徹底 ノーカーデーの声掛け実施 
契約管財課 
電気使用量の

削減 
空調機の設定温度の適正管理、就業前、

昼休み、就業後の消灯、パソコン・コピ

ー機の節電モード活用、本庁舎ホール照

明の省電力化 

冷房設定温度 28℃の適正管
理、パソコンの電源オフによる

電気使用量の削減 
本庁舎ホール、執務室の照明の

一部を LEDに交換 
燃料費の削減 エコドライブの徹底、公用車の順次更新

空調機の設定温度の適正管理 
公用車にアイドリングストッ

プ機能付き軽自動車を導入 
廃棄物の削減 Nアップ・両面印刷、裏面利用の活用 用紙の節減に努めた 
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 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利用 
自然換気、既存設備の有効利用 

電気使用量は前年 6%増えた
が、ガス代が減少した。空調

の関係で、使用量の比重が変

わったため 
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 
前年比 3%増加したが、道路
パトロールの強化によるた

め 
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、両面印

刷の徹底、裏紙利用 

ゴミ排出量が減少し、用紙購

入量も減少した。 

 竜洋支所 
灯油使用量の削減 緑のカーテン設置により、冷房の使用を

抑制 
13.33%増  

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 
▲3.32% 

 豊田支所 
電気使用量の削減 就業前や昼休みの消灯徹底、未使用箇所や時

間外勤務時の部分消灯、ノー残業デー、空調

利用の時間短縮、外気温による管理 

対前年度比で電気量

99％、ガス使用量
91％ 

燃料使用量の削減 エコドライブの徹底、ノーカーデーの強化、

軽自動車の利用 
ガソリン使用量の前

年度比 127％ 走行
距離 131％ 

 豊岡支所 
電気使用量の削減 就業前、昼休み・就業後の消灯徹底 

席を離れる時パソコン電源を落とす 
H24  125,903kWh
H25  118,175 kWh

紙使用量の削減 裏紙利用、両面印刷・両面印刷の徹底 
資源ごみを可燃ゴミ化しない 

可燃ごみの排出量減

量に努めた 
公用車の燃料削減 軽自動車の優先利用、エコドライブの徹

底 
H24  3,589  
H25  3,142  

 
【企画部】 
秘書政策課 
電気使用量の削減 昼休み部分消灯、始業前の部分消灯、

ノー残業デーの設定 
昼休みに消灯がされた 
部分消灯実施に努めた 

印刷用紙使用量の

削減 
裏紙印刷、縮小印刷、Ｎアップ印刷で

の出力枚数の減量、少ない資料の作成

年度初めに前年使用量をま

とめる 



- 20 - 
 

財政課 
電気使用量の削減 始業前、昼休み、時間外等の部分消灯 

エレベータは原則使用しない 
始業前、昼休み、時間外

の部分消灯の実施 
紙使用量の削減 裏面印刷、両面印刷、Ｎアップ印刷の積極

的に行う。印刷物の発行部数は必要部数を

精査する 

積極的に行った。 
必要部数を精査して決定

市税課 
電気使用量の削減 30 分以上席を外す場合はパソコンの

電源を切る。エレベーターを利用しな

い。昼休みの消灯を徹底 

80％程度は実施した 
時間外勤務時間は前年比

3,523時間削減 
コピー枚数の削減 コピー枚数を減らす。裏紙利用 

カラーコピー使用しない。 
前年度比Ａ４換算 68,000
枚の減少 

納税課、債権回収室 
自転車の利用 自転車利用の啓発を推進 自転車利用の啓発文書を運転日

誌やメーター周辺に添付 
可燃ゴミの削減 ゴミの計量の徹底。紙片ゴミ用封

筒をゴミ箱に添える 
小さい紙片を約６㎏リサイクル

した 
 
 
【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、過剰印刷減少、

両面印刷や裏紙印刷、集約印刷の推

進を図る 

コピー用紙購入量前年比

9.6％減少 

福田公民館 
施設使用電力削減 始業時間の照明点灯、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 

施設使用電力前年比10．4％
削減 

使用水量の削減。 トイレの流水量の制限 
漏水の早期発見 

前年比 6％増えたが、夏場
の天候の影響によると思う

竜洋公民館 
消費電力の削減 LED電球に段階的に変更 7個交換により 96.46kwの削減 

スポーツ振興室 
電気使用量の削減 昼休み時間帯の消灯、常時蛍光灯

間引き、時間外勤務時は部分点灯

1年間 230.4KWの節電 
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文化振興課 
不要照明電化製品消

灯、電源オフ 
部分消灯、パソコンの電源オフ 使用量は 7.5％増えたが、デマ

ンド管理で基本料金は 100 万
円以上削減 

コピー量の両面利用 課内回覧、確認用の裏紙利用 裏紙利用が増えた 
公用車使用の削減 近場は徒歩や自転車利用 本庁、銀行は徒歩で 
市民課 
電気使用量の削減 昼休み時のパソコンの電源断 

時間外の消灯の徹底 
 

始業時や昼休みの消灯の徹底 

紙使用量の削減 裏紙で印刷することの徹底 
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
プで、出力枚数の削減を図った 

環境課 
地球温暖化防止対策事

業の推進 
アースキッズ事業の普及・啓発

エコ教室の開催 
アースキッズ事業 5校 462人 
夏休み親子エコ教室 30人参加

ごみ対策課 
電気使用量の削減 約２割を常時消灯、時間外の消

灯、緑のカーテンを設置 
2 割の常時消灯、時間外消灯
徹底、執務室温の上昇を抑制

車輌燃料等の削減 相乗りして公用車を使用する 不要な外出を避けた 
紙使用量の削減 パワーポインターを活用し、配

布資料削減 
両面印刷を利用し配布資料

の削減を行なった 
クリーンセンター 
化石燃料の電気購入量

の削減 
安定した自立運転に努める 環境への負荷の低減を意識した

排ガス有害物質の低減 厳しくした自主規制値を設定 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 
２割を常時消灯、時間外の消灯、処理灯

の点灯最小限、緑のカーテンを設置 
取り組みを実行でき

た 
 
【健康福祉部】 
国保年金課 
リサイクルの徹底 昼休み消灯、終業してからの通路の消

灯 
電気使用量の削減がで

きた 
紙の使用量の削減 裏紙利用 

ゴミの分別の徹底 
用紙購入量の削減がで

きた 
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社会福祉課 
電気使用量の削減 緑のカーテンを実施 

長期間席を外す際個人パソコン

の電源を切る、時間外の部分消

灯、ノー残業デーの実施 

緑のカーテンの実施 
昼休み、時間外勤務時の部分

消灯実施 

ノーカーデーの徹底 朝礼で徹底する  
障害福祉課 
徹底的にエコ節電（My
ノートパソコンの節電） 

ノートパソコンを閉めて、バッ

クライト節電、昼休みや 1 時間
以上席を離れる場合はスタンバ

イを徹底する 

ノートパソコンの節電は、バ

ックライト節電 85．6％実施
スタンバイ節電 70.2％実施 

紙ごみ焼却“ゼロ” 自席にリサイクル搬出用古封筒

を備え、名刺サイズ以上の紙ご

みは全てリサイクル 

紙ごみのリサイクル 90.2％
実施。 

こども課 
電気使用量の削減 始業前昼休みの消灯 時間外部分消灯 

エレベーター不使用、クールビズの実

施 夏場のポット使用控える シュレ

ッターを使わず機密文書へ 

職員の意識で、電気量

の削減出来た 

高齢者福祉課 
電気使用料の削減 昼休み、離席時のパソコン OFFの徹底 

間引き点灯の実施、ポット廃止（夏季） 
部分消灯 

取り組みを実施できた 

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 

取り組みを実施できた 

健康増進課 
電気使用料の削減 始業前の消灯・昼休み、時間外勤務

時の部分消灯の徹底、電灯の間引き

パソコンの電源 off 

電気量削減につながった

紙使用量の削減 片面印刷を控える 裏紙利用の徹底 紙使用量の削減につなが

った 
 
【産業部】 
産業政策課 
紙の使用量の削減 使用済両面印刷、両面印刷、Nアップ

を行なう 
紙使用量の削減に努め

た 
電気使用量の削減 朝礼終了まで、昼の蛍光灯の消灯 電気使用量の削減を行

なった 
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商工観光課 
グリーン購入 購入率を 100％目指す 対象商品がある場合す

べて購入 
電気使用量の削減 朝礼終了まで、昼の蛍光灯の消灯 毎日実施した 
農林水産課 
電気使用量の削減 長期間席を離れる時パソコンの電源 off 電気使用量削減できた 
ノーカーデーの推進 ノーカーデー実施率９０％ 90％を上回ることがで

きなかった 
 
【建設部】 
道路河川課 
コピー紙使用の削減 出来る限り裏紙利用 前年に比べ 5.5％増、 
電気使用量の削減 勤務時間外は、消灯を心がける 消灯はほぼできた 
道路河川課分室 
公用車の燃料削減・燃費

向上 
急発進・急加速しない。アイドリ

ングストップを心掛ける 
取り組みがほぼできた 

コピー時裏紙利用 裏紙利用を有効的に使用する 電気をつけないようにした

都市計画課 
電気使用量を削減 就業前、昼休みの消灯、不在時のパ

ソコンで電源 OFF、外灯の省エネ
タイプ化 

消灯、パソコンの電源 off
はほぼできた 
 

印刷紙の使用量を削減 両面印刷、裏紙利用、機密文書の排

出量削減、紙リサイクル徹底 
裏紙利用ほぼできた 
両面印刷 80％ 

建築住宅課 
電機使用量の削減 長時間席を外す時はパソコンの電

源を切る。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 

電気使用量の削減ができ

た 

紙使用量の削減 ミスコピー用紙などの裏紙活用 紙の購入量が 10％削減 
都市整備課 
電気使用量の削減 外出する時は、パソコンの電源を切

る 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％ 
エアコン設定 100％ 

終礼時「エコアクション

21」取組内容の唱和 
毎日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 
取組内容を唱和すること

で、意識が高められた 
コピー使用枚数をグラフ

化し、不用なコピー枚数の

削減できた 
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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 
長期間離席時や昼休みはパソコ

ンの電源を切る 

消灯、部分消灯徹底できた 
可能な範囲でパソコンの電

源 off行なった 
 

紙使用量の削減 ミスコピー用紙の裏面活用 裏紙再利用 boxを設置し、再
利用に心がけた 

下水道課 
電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯 

昼休みのパソコン電源 OFF 
福田支所全体で 
前年比 16,551kw減 

紙使用量の削減 両面コピー・両面印刷の徹底 
裏面活用 

A4前年比 12,500枚減 
A3同枚数 

 
出納室 
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 
昼休みのパソコン電源をオフ 
エレベーターは原則使用しない

始業前・昼休みの消灯実施 
時間外での部分消灯を完全

実施し、削減できた 
パソコンの電源オフの実行 

紙の使用削減 プリントアウトは、プリンター

を原則とし、両面印刷・裏面印

刷・N アップ機能印刷を励行す
る 資料等は電子ファイル化 

両面印刷、裏紙利用の徹底で

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 

昼休みのパソコン電源 off 
始業前、昼休みの部分消灯

を心がけた 昼休みのパ

ソコン電源 offを実施 
紙使用量の削減 コピー機の使用を控え無駄を防ぐ コピー用紙が削減できた 
リサイクルの推進 裏面使用できるよう分別する。紙類

は焼却しないで、リサイクルする 
紙類をリサイクルするこ

との実行 
監査事務局 
電気使用量の削減 始業前及び昼休み消灯、昼休みパソコン

OFF、冷房温度 28℃、暖房温度 20℃に
設定 

部分消灯 100％実施 
昼休みのパソコン電

源 offの実施 
蛍光灯の間引き実施 

紙使用量・排出量の削減 できるだけコピー機の使用を控え、裏面
印刷の励行 
コピー用紙の開封日を記入し、月ごとに

使用枚数を集計し職員に周知 

実施できた 
集計することで削減

意識につなげた 
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【教育委員会】 
教育総務課 
電気使用量削減 離席時、昼休みはパソコンスリープ機

能を利用 
昼休みの消灯を確実

にした 
紙の使用量削減 コピー機の手差し、プリンターのトレ

イを裏紙専用にする 
2アップや両面印刷、裏紙利用する 

２アップや両面印刷

の徹底を図った 

ごみの削減 紙はできる限りリサイクルごみとして

処分する。ゴミの分別を各自徹底する 
ごみ減量ができた 

古封筒の再利用 複数回使用できる宛名用紙を古封筒に

貼り使用する 
効率的に古封筒を利

用できた 
学校給食管理室 
グリーン購入の促進 グリーン購入対象品の購入促進 平成 25年度 100％達成 
コピー枚数を減らす 不要なコピーを減らす  
大原学校給食センター 
紙使用量の削減 印刷物用紙の裏面活用 

メールの印刷は最小限度 
裏紙使用年間通じて実施

豊田学校給食センター 
紙使用量の削減 コピー用紙の裏面利用 

印刷内容を吟味する 
コンスタントに実践でき

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 
プリントアウトの前にプレビュー確認

ほぼ全量を裏紙利用した 

学校教育課 
電気使用量の削減 離席時、昼休みはＰＣの電源を off 電源を offを心がけた 
紙使用量の削減 大量のコピーは、スキャンした後プリンタ

ー利用。資料の簡素化、余白削減 
プリントアウト時ページ集約化、両面印

刷、裏紙利用。資料をフォルダーに保存 

裏紙利用できた 
回覧した不要文書をリ

サイクル化できた 
古紙 822㎏ 
シュレッダー27㎏ 

ごみの減量 紙を可燃でなくリサイクルゴミとして処

分 
 

中央図書館 
電気使用量の削減 昼休みなどパソコン電源 off、昼休みの最小限度

の消灯、閉架書庫の最小限の点灯 
空調機器等の使用調整、退館時のシステム off 

前年比較して、

17,270kwの減 
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福田図書館 
電気使用量の削減 空調の設定温度の適正管理、グリーンカーテンの実施

長期間席を離れる時は、パソコンの電源を切る 
就業前、昼休みの消灯、閉館後冷水機の電源オフ 

平成 21年度比
3％削減 

燃料費の削減 エコドライブの徹底 公用車が変わ

ったが、削減で

きた 
廃棄物の削減 両面印刷、裏紙利用の徹底 削減できた 
竜洋図書館 
環境活動啓発の図書の展

示 
館内で環境活動に関する図書の

展示 
市民に環境活動に取り組む

必要性をアピールできた 
紙使用量の削減 裏紙の再利用 

両面印刷し、紙の削減 
裏紙利用のプリンターを 1
台増やし、使用量が削減で

きた 職員に両面印刷徹底

できた 
豊田図書館 
ガス代の削減 暖房をこまめに切る 5％目標 目標値の 5％以上削減できた
豊岡図書館 
燃料費の削減 エコドライブの徹底 燃料費の削減できた 

紙使用量の削減 裏紙使用の徹底、両面印刷 コピー紙の購入 2箱減
文化財課 
グリーン購入 100％目指
す 

課内に資料を配布 
適合品を扱う業者からの購入 
商品の環境ラベルの確認 

達成率 79.9％ 
 

電気使用量の削減 来館者がいない時の展示箇所消灯 前年比 1.2%増加 
紙使用量の削減 裏紙利用 前年比 19.2％減少 
歴史文書館 
廃棄文書の裏面活用 裏面利用が可能な用紙を取り分け収

集し、コピー用紙として再利用 
裏紙を使用するように

職員に声をかけた 
 
【消防】 
消防総務課 
節電、節紙 昼休み時間外の消灯、終業時には、

電源を落とす 
裏紙利用、再生紙利用、両面印刷、

Nアップ利用 

昼休みは毎日実施 
裏紙利用を呼び掛け徹底で

きた 
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予防課・警防課 
電気使用量の削減 昼休みの消灯、時間外の部分消灯 昼休みは徹底できた 
磐田消防署 
電気使用量の削減 昼休み、時間外パソコン電源切る 消灯の徹底、照明を間引く

書庫等を LED化する 
コピー用紙の削減 使用済み用紙を両面印刷、メモ用紙

に 
分別用の箱を用意し、分別

できた 
東部分遣所 
電気使用量の削減 車庫の部分的消灯 23時以降 1/3を消灯 
福田分遣所 
電気使用量の削減 昼休み、時間外に照明、パソコン、

エアコンの電源を切る 
天井照明の間引き 
職員全体で心がけ実施 

竜洋分遣所 
廃棄物の排出量を少なく ゴミの量を減らす 捨てに行く回数が減り、

車両使用量が減った 
豊田分遣所 
印刷用紙の削減 裏面利用、閲覧は印刷しない 両面

コピーの実施 
実施できた 

豊岡分遣所 
電気使用量の削減及び

節電 
昼休みの消灯、パソコン電源 off 
 

消灯を心がけた 
夜間も最小限度点灯のみ

 
・エコオフィス活動の取り組みである電気使用量については、グリーン購入率、ごみ
排出量及び紙使用量の削減を除き、各部署における取り組みが成果として表われまし
た。 
＜今後の対応＞ 
・今後は、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環境活動取組目標を設定す
るように努めます。 
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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 
 

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 

 
〈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。 



市役所本庁舎 豊田支所

竜洋支所 田原小学校

本庁舎市民ホール（LED照明の導入）

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

-29-



磐田駅南北自由通路（LED照明導入）

病院図書室（LED照明導入）

市内企業によるメガソーラーの導入

公共施設へのLED照明の導入

豊田学校給食センターでは生ごみ処理機を導入し、
調理残渣の堆肥化により生ごみを減らしています

打ち水大作戦（ジュビロード夏祭）

-30-
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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 
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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 1,359 人） 

豊岡支所市民生

活課 

 

４ 

森林の適正管理 今後も行政による基盤整備、補助事業、企業や

ボランティア活動による支援が必要である。 

農林水産課 
４ 

 

 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 

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 1,453 人） 

道 路河川課、 

環境課 

 

４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福田中島海岸清掃(H25.10.20）           福田豊浜海岸清掃(H25.10.20) 

 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 224 団体、

活動実施回数 468 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 

希少種などの保護 

生息・生育地の保

全 

ベッコウトンボ定量調査会では、170 頭を確認し

た。さらに今年度、地域住民と行政が一体となっ

た「トンボの楽園づくり」が評価され、第 35 回

サントリー地域文化賞を受賞した。 

環境課（桶ケ谷

沼ビジターセン

ター） 
４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

サントリー地域文化賞を受賞（H25.9.19）      本庁舎展示ブースに展示（H25.11.1～15） 
 

(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 

総合的な緑化の推

進 

市内の都市公園等は 376 箇所で、１人当たりの面

積は 15.12 ㎡となった。 

都市計画課 
４ 

公園緑地の整備・

管理 

学校現場の実情に合わせ、芝生化の要望があれば

実施を前向きに検討した。19 校実施 

教育総務課 
３ 

 
 2-2 人と自然とのふれあい活動の場の創出・活用 
 地域の環境資源を活かし、農林業や観光の振興による地域活性化と環境保全を一体的に
進めるエコツーリズムを積極的に推進していきます。 
取り組み項目 取り組みの実施状況 担当課 評価 

エコツーリズム

の推進 

獅子ケ鼻トレッキングコースを整備して、今後も

ボランティアを募り整備して、自然と触れ合える

場所にしていく。 

農林水産課 

４ 
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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 
５ 

 
(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ると同時に、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 52 件多い、157 件の公害苦情に対応

した。 

環境課 

３ 

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、河川水１点を除

き環境基準値を満たしていた。 

環境課 

４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工場騒音測定調査             大気中のダイオキシン類測定調査 

 

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。 
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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 31 件） 

環境課 

３ 

 
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 
３ 

 
 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 

生活排水処理

対策 

平成 25 年度末、汚水処理人口普及率は 85.8％、汚水処理

整備率は 81.3％となった。 

下水道課 
４ 

汚濁負荷量の

削減 

法規制対象及び協定締結事業所（延べ 69事業場）につい

て、任意立入りを行うとともに排水水質調査を実施した 

環境課 
４ 

地下水汚染対

策 

有機塩素系化合物（29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 25度の１人１日当たりごみ排出量は、666

ｇで前年度より減少した。 

ごみ対策課 
４ 

３Rの推進 207 団体（交付件数 852 件）に対し、奨励金

15,867,430 円（１kg 当たり 4円）を交付した。 

ごみ対策課 
４ 

 
 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 月１回の回収で、44,000 の廃食用油を回収した。 ごみ対策課 ５ 



- 36 - 
 

 
 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 22,234 人） 

環境課 
３ 

 
 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 

水使用の削減、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

施や灌水用雨水利用施設を設置した。 

環境課、各

施設 

 ４ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 敷地地区財産区での間伐作業(H25.11.22)            灌水用雨水利用施設（竜洋支所） 
 

 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

25 年度の購入率は 92.9％となり、前年度と比較して

1.6％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 
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 (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。 
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８日、９日に認証・登録に更新審査を受審した。 

環境課 

４ 

再生可能エネ

ルギーの導入 

来年度、太陽光発電施設等の設置に向けて手続きを進め

た。 

危機管理室 

竜洋支所 
４ 

住宅用太陽光発電システム 488 件に 2 万円分の、太陽熱

温水器及び高効率給湯器など 540 件に 1 万円分の市商品

券を支給した。 

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。

（151 件、補助額 82,859,000 円） 

商工観光課 

５ 

  市内企業によるメガソーラーの導入        住宅用の太陽光発電施設 
 
5-2 省エネルギーの推進 
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照明灯のLED化を推進し

た。 

各施設

管理課 

４ 
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家庭や事業所の省エ

ネルギー対策 

磐田南小 104 人、田原小 58 人､竜洋北小 46 人、磐田中

部小 98 人、福田小 156 人を対象に実施し、１週間で 2 

ペットボトル 173,332 本分の二酸化炭素が削減された。 

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事

業所の参加を得て、「自治体イニシアティブ・プログラム」

を開催した。 

環境課 

３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   病院図書室の照明を LED 化              ESCO 事業を活用した病院ボイラーの更新 
 
 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 5.75） 

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 

総合的な環境教育・環境

学習の推進 

11/12 に長野小 58 人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 6

月～2月まで隔月で述べ５回開催した。（参加者 57

人） 

環境課 

４ 
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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 

環境保全団体の活発化 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。 

自治振興課 

環境課 

 

３ 

 
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 24 年度版）」を

ホームページに掲載した。 

環境課 
４ 

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 25 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 

H25.4～ 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 

H25.5.1 環境管理推進員
会 

エコアクション 21 及びグリーン購
入取組み説明会 

94 人 

H25.6.7 第 1回環境管理委
員会 

・主要施設の電気使用量の推移につ
いて 
・認証・登録範囲の拡大及び更新審
査日程等について 

13 人 

H25.7.17 部課長会 認証・登録の更新審査について 70 人 
H25.12.11 第 2回環境管理委

員会 
・主要施設にける電気使用量につい
て 
・コピー用紙の購入量について 
・自治体イニシアティブプログラム
の取組みについて 
・その他 

13 人 

H25.12.19 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 認証・登録の
更新 
・コピー用紙購入量及び電気使用量
の推移 

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 25年 4月～平成 26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 契約管財課

○ 

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 ○ 

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 
○ 
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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 

契約管財課
○ 

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 契約管財課

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 契約管財課

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、契

約管財課等
○ 

 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 25年度において、市内道路改良工事に伴うアルカリ廃液の流出による河川水質汚
濁に関する苦情の受付が１件ありましたが、担当課及び工事請負業者の迅速な対応によ
り廃液の流出は止まり、水質は正常になりました。 
 
 
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
度は更新審査を受審し、エコアクション 21 の認証・登録を更新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。 
 平成 25 年度は、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
急務となっていたことから、引き続き夏期の省エネ・節電に取り組みました。 
 これらの取り組みにより、平成 25 年度の二酸化炭素排出量は、対平成 21 年度比
8.4％の削減となり、目標を達成することができました。主な要因としては、平成 24
年度からは若干増加しているものの、二酸化炭素排出量の約７割を占めている電気使
用量を大幅に削減できたため、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、全体では対平成 22 年度比で 4.5％の減少となりましたが、
削減目標値（△５％）を達成することができませんでした。 
 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 21 年度比
16.6％の削減となり目標を達成することができました。 
 コピー用紙については、啓発の推進により、右肩上がりの増加に歯止めをかけ、平
成 24 年度と比較し、僅かながら減少に転ず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、目標を
達成することができました。 
 なお、今後も、原子力発電所の稼働停止が継続し電力需給が逼迫するなか、市役所
が率先して省エネ・省資源への取り組みを推進することが重要であります。 
また、各部署においても独自の目標をもって、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。 
更に、昨年度に引き続き、市内の中小企業の環境への取り組みを推進するため「エ

コアクション２１」の普及・推進に取り組んでいきます。 
  
 
    平成 26 年７月 31 日 
 
                     磐田市長  渡 部  修 


